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第２期あきたの教育振興に関する基本計画
平成２８年度実施計画（案）

平成２８年３月

秋田県教育委員会

は

じ

め

に

秋田県教育委員会では、平成２７年３月に「第２期あきたの教育振興に関する基本計画」
を策定し、その着実な推進に努めているところです。
基本計画については、毎年度、その推進状況を確認し、今後の取組に生かしながら進め
ていくこととしており、平成２７年度の取組状況とその成果・課題を踏まえ、このたび「平
成２８年度実施計画」を策定いたしました。

平成２８年度は、計画期間の２年目であり、基本計画に定める本県が目指す教育の姿で
ある「ふるさとを愛し、社会を支える自覚と高い志にあふれる人づくり」の実現に向け、
地域に根ざしたキャリア教育の充実、地域産業の発展を担う人材の育成、少人数学級の小
学校６年への拡充、学習状況調査等の活用による学力の向上、グローバル社会で活躍でき
るグローバルリーダーの育成に向けた取組の推進、いじめの未然防止や早期発見・即時対
応の取組の推進、子どもの体力向上と健康の保持増進に向けた取組の推進、教職員の資質
・能力向上を図る体制整備、安全・安心な教育環境の確保に向けた老朽校舎等の整備、芸
術・文化活動の拠点としての博物館・美術館の活用、文化財や伝統文化等の保存と継承な
どを進めてまいります。

市町村教育委員会をはじめとする教育関係者はもとより、県民の皆様には、平成２８年
度実施計画による基本計画の着実な推進について、御理解と御協力を賜りますようお願い
申し上げます。

平成２８年３月

秋田県教育委員会教育長

米田

進

秋田の教育の目指す姿
～「第２期あきたの教育振興に関する基本計画」から抜粋～

第１

第 １ 期 基 本 計 画 か ら の 10年 間 を 通 じ て 目 指 す 教 育 の 姿

ふるさとを愛し、社会を支える自覚と
高い志にあふれる人づくり
～みんなでつくろう「教育立県あきた」～

第２

計画の目標

本県教育が目指す姿の実現に向け、次の３つを本計画の目標とし、それらの実現の
た め 、６ つ の 基 本 方 向 、16の 施 策 の 柱 を 据 え 、具 体 的 な 施 策 に 取 り 組 ん で ま い り ま す 。

目標１
全国トップレベルの学力と
高い志を育てる教育の充実
目標２
心を育み自立を支える
教育の推進

目標３
地域と共に取り組む
多様な教育活動の展開

【重点的な取組】
こ れ ま で 本 県 が 進 め て き た “「 問 い 」 を 発 す る 子 ど も ” の 育 成 を 最 重 点 の 教 育 課 題 と
して位置付けるほか、３つの重点事項を定め、取組を進めてまいります。

“「 問 い 」 を 発 す る 子 ど も ” の 育 成
●思考力・判断力・表現力等を伸ばすため、公の場で自分の考えを積極的に発言す
ることができる子どもの育成を図ります。

ふるさと教育を基盤
としたキャリア教育
の充実

英語コミュニケー
ション能力の育成

学びを生かした「元
気な秋田」づくり
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●高校卒業時までに全て

●学習の成果を行動に結び

る多様な体験活動を充実
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英語 でコ ミュ ニケー

くことができる人材の
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成を図ります。

第２期あきたの教育振興に関する基本計画「平成２８年度実施計画」

目

次

平成２８年度実施計画の概要（主な基本方針、推進指標）

１

基本方向１

３

（１）

ふるさと教育を基盤とし地域等と連携したキャリア教育の充実

・・・・・・・３

（２）

多様な進路に対応した特性や能力の伸長

・・・・・・・６

（３）

社会のニーズに応える専門高校等の教育の充実

・・・・・・・８

基本方向２

確かな学力の定着を図り、独創性や表現力を育みます

11

（１）

一人一人の子どもに目が行き届く、きめ細かな教育の推進

・・・・・・・11

（２）

自分で考え、表現し伝え合う能力の育成

・・・・・・・16

（３）

就学前における教育・保育の充実と小学校との円滑な接続

・・・・・・・18

基本方向３

グローバル社会で活躍できる人材を育てます

21

（１）

英語コミュニケーション能力“日本一”に向けた取組の推進

・・・・・・・21

（２）

学校における多様な国際教育の推進

・・・・・・・23

基本方向４

豊かな心と健やかな体を育みます

27

（１）

規範意識や他人への思いやりなど豊かな心の育成

・・・・・・・27

（２）

生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成

・・・・・・・31

基本方向５

良好で魅力ある学びの場をつくります

35

（１）

質の高い学習の基盤となる教育環境の整備

・・・・・・・35

（２）

学び直しを支援するシステムづくり

・・・・・・・40

（３）

教職員が子どもたちと向き合うことができる環境の整備

・・・・・・・41

（４）

学校・家庭・地域の連携と協力による子どもを育む環境の整備

基本方向６

あ

自らの未来を切り開き社会に貢献する人材を育てます

・・・・・44

生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親しむ機会をつくります

（１）

多様な学習機会の提供と学んだことを行動に結び付ける環境づくり

（２）

芸術・文化体験活動の推進と文化遺産等の保存・活用

49

・・・・49

・・・・・・・52

平成２８年度実施計画の概要（主な基本方針、推進指標）
【第２期ふるさと秋田元気創造プラン（未来を担う教育・人づくり戦略） 【第２期あきたの教育振興に関する基本計画（平成 27～31 年度）】
平成 26～29 年度】

戦略の目標

目指す姿

高い志をもち、ふるさとを支えるとともに、グローバル社会で活躍で
きる人材の育成
□ふるさとを愛し、社会を支える自覚と高い志にあふれた、確かな学
力・豊かな心・健やかな体を備えた人材の育成
□英語力はもとより国際感覚や世界的視野を身に付けたグローバル社
会で活躍できる人材や、県内産業と地域に貢献する人材の育成
□地域における「地（知）の拠点」として、大学等による地域の活性
化を目指した教育・研究・地域貢献の推進

施策及び施策の方向性

■施策１ 自らの未来を切り開き社会に貢献する人材の育成
①ふるさと教育を基盤とし地域等と連携したキャリア教育の充実
②社会のニーズに応える専門高校等の教育の充実

基本
方向１

■施策２ 確かな学力の定着と独創性や表現力の育成
①一人一人の子どもに目が行き届く、きめ細かな教育の推進
②英語コミュニケーション能力“日本一”に向けた取組の推進

基本
方向
２・３

■施策３ 豊かな心と健やかな体の育成
①規範意識や他人への思いやりなど豊かな心の育成
②生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成

基本
方向４

■施策４ 良好で魅力ある学びの場づくり
①質の高い学習の基盤となる教育環境の整備
②学校・家庭・地域の連携と協力による子どもを育む環境の整備

基本
方向５

■施策５ 生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親しむ機会づくり
①多様な学習機会の提供と学んだことを行動に結び付ける環境づくり
②芸術・文化体験活動の推進と文化遺産等の保存・活用

基本
方向６

■施策６ 高等教育の充実と地域貢献の促進
①特色ある教育に磨きをかけ魅力アップを図る取組の推進
②大学等による地域の活性化や課題解決に向けた取組の促進

■施策７ グローバル社会で活躍できる人材の育成
①学校における多様な国際教育の推進
②海外との交流や県民の国際理解の促進

基本
方向３

「第２期ふるさと秋田元気創造プラン」（未来を担う教育・人づくり戦略）とは
※経済雇用対策や人口減少社会への対応など、秋田県が抱える基本的な問
題に時代の潮流を踏まえながら的確に対応し、元気な秋田づくりに取り
組んでいくための県政運営指針であり、重点課題に特化して強力に推進
する６つの戦略と、基礎的な生活環境を整備するために継続的に取り組
む５つの分野の基本政策により構成される。
※教育に関しては、高等教育(施策６)と国際交流分野（施策７②）を含め
て６つの重点戦略のうちの一つに位置付けられ、教育環境の一層の充実
やグローバル社会で活躍できる人材を育成する取組等を推進していく
こととしている。なお、就学前の教育・保育に関しては、「人口減少社
会における地域力創造戦略」の「子どもを産み・育てる環境の充実強化
（施策４）」で整理されている。
※教育政策の全般的方針を定めるとともに、目指す姿及び施策の方向性を
提示し、「第２期あきたの教育振興に関する基本計画」は、この全般的
方針の下の個別計画として位置付けられる。
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計画の目標

基本方向

基本方向１

ふ
る
さ
と
を
愛
し
、
社
会
を
支
え
る
自
覚
～と
高
みい
ん志
なに
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く
ろれ
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人
「
教づ
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あ
き
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」
～

目標１

全国トップ
レベルの学
力と高い志
を育てる教
育の充実１

自らの未来
を切り開き
社会に貢献
する人材を
育てます

基本方向２
確かな学力
の定着を図
り、独創性や
表現力を育
みます

基本方向３

目標２

心を育み自
立を支える
教育の推進

グローバル
社会で活躍
できる人材
を育てます

基本方向４
豊かな心と
健やかな体
を育みます

基本方向５
良好で魅力
ある学びの
場をつくり
ます

目標３

地域と共に
取り組む多
様な教育活
動の展開１

基本方向６
生涯学習を
行動に結び
付ける環境
と芸術・文化
に親しむ機
会をつくり
ます

※「目指す姿」の実現に向け取り組む３つの「計画の目標」、６つの「基本方向」
、１６の「施策の柱」を据えて、各種の具体的な施策等に取り組みます。

施策の柱

(1) ふるさと教育を基盤とし地域等と連
携したキャリア教育の充実
(2) 多様な進路に対応した特性や能力
の伸長
(3) 社会のニーズに応える専門高校等
の教育の充実

(1) 一人一人の子どもに目が行き届く、
きめ細かな教育の推進
(2) 自分で考え、表現し伝え合う能力の
育成
(3) 就学前における教育・保育の充実と
小学校との円滑な接続

主な基本方針

■ ふるさと教育を基盤としたキャリア教
育の推進
■ 一人一人の進路希望に応じたきめ細
かな就職支援の実施
■ 質の高い医療、多様な福祉サービス
を提供する人材の育成
■ 高等教育機関との連携の推進
■ 地域企業等との連携による地域産業
を支える人材の育成

■ 少人数学習の推進によるきめ細かな
指導と安定した学校生活の確保
■ 特色ある教育による小・中学生の確
かな学力向上と学校間格差の改善
■ 多様な取組の推進による高校生の
確かな学力の育成
■ 「言語活動の充実」や「探究型」授業に
よる思考力・判断力・表現力等の育成

■ 全ての乳幼児に対する充実した教
育・保育の提供

主な推進指標(現状と H31 年度値)

■ 高校生の県内就職率（公私立、全日制・定時
制）：65.9％→74.0％
■ 地域医療体験学習参加者数（公立高校）：
81 人→90 人
■ 専門性を生かしたボランティア、イベント等参加
生徒数（専門高校等生徒延べ数）：
1,166 人→1,500 人

■ 県学習状況調査における通過割合（正答率が
設定正答率以上の問題数の割合）：
72.8％→75.0％
■ 国公立大学希望達成率（公私立、全日制）：
49.1％→57.0％
■ 認定こども園数：33 か所→63 か所

(1) 英語コミュニケーション能力“日本一”
に向けた取組の推進
(2) 学校における多様な国際教育の推
進

■ 英語コミュニケーション能力育成に向
けた多様な取組の推進
■ 外国語担当教員の指導力向上を図
る研修の充実
■ 英語コミュニケーション能力を育成す
るための環境の整備
■ 学校での国際理解活動の促進
■ 海外での異文化体験活動の展開

■ 中学３年生の英検３級以上取得率：
28.5％→42.0％
■ 中・高英語担当教員のうち授業の半分以上を
英語で行っている者の割合：
67.5％→100.0％
■ 高校教育課が行う小・中・高英語（外国語・外
国語活動）担当教員を対象とした授業力向上
研修受講者数（累積）：
200 人→1,400 人

(1) 規範意識や他人への思いやりなど
豊かな心の育成
(2) 生涯にわたってたくましく生きるため
の健やかな体の育成

■ 学校・家庭・地域の連携による道徳
教育の充実
■ いじめ、暴力行為等の防止
■ 人権教育の充実による互いを尊重し
合う態度の育成
■ 学校体育の充実に向けた取組の強
化
■ 医療関係者等との連携による保健教
育の充実

■ 小中学生の不登校児童生徒数（千人当たり、
国公私立）：7.7 人→7.7 人
■ 高校生の中途退学率（国公私立）：
1.4％→1.0％
■ 新体力テストにおける小・中・高の偏差値の平
均：51.4→52.7

(1) 質の高い学習の基盤となる教育環境
の整備
(2) 学び直しを支援するシステムづくり
(3) 教職員が子どもたちと向き合うことが
できる環境の整備
(4) 学校・家庭・地域の連携と協力による
子どもを育む環境の整備

■ 教職員の資質能力の総合的な向上
を図る研修の実施
■ 安全・安心な学校施設の整備
■ 学び直しの学習支援に向けた校種
間の連携
■ 授業の活性化と学校運営機能の強
化
■ 地域と学校が支え合い、地域ぐるみ
で子どもを育む体制の充実

■ 「ミドルリーダー養成研修」受講者数（累積）：
96 人→216 人
■ 学び直しを教育課程上に位置付けている学校
数（公立高校）：8 校→11 校
■ 中学校区における学校支援地域本部や放課
後子ども教室等の実施率：
89.1％→95.7％

(1) 多様な学習機会の提供と学んだこと
を行動に結び付ける環境づくり
(2) 芸術・文化体験活動の推進と文化遺
産等の保存・活用

■ 学習機会の充実とその成果の社会
への還元
■ 幼少期からの読書活動の推進
■ 豊かな心や感性、創造性を育む芸
術・文化体験活動の推進
■ 芸術・文化の拠点としての美術館・博
物館等の活用
■ 有形文化財や民俗文化財、記念物
など文化遺産等の保存・活用
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■ 地域で活動する行動人の人数（累積）：
16,332 人→60,000 人
■ 芸術・文化施設におけるセカンドスクール的利
用者数：22,153 人→26,000 人
■ 国・県指定等文化財の件数（累積）：
720 件→758 件

基本方向１ 自らの未来を切り開き社会に貢献する人材を育てます

（１）ふるさと教育を基盤とし地域等と連携したキャリア教育の充実
所 管 課

義務教育課、高校教育課、特別支援教育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・「学校教育の指針」(秋田県教育委員会)に、地域に根ざしたキャリア教育を推進していくための重
点等を掲げたり、キャリア教育実践研究協議会等を開催したりするなど、県内各校における地域や
家庭、企業等との連携及び校種間連携による「地域に根ざしたキャリア教育」の一層の充実を図り
ました。今後は、各校で進められている地域の活性化に貢献する活動等を「地域に根ざしたキャリ
ア教育」として発信し、保護者や地域等への啓発を図る必要があります。
・「キャリア教育推進協議会」において、県内の学識経験者、企業関係者及び保護者代表等からなる
委員により、「地域に根ざしたキャリア教育」を一層推進していくための連携の在り方について協
議を行い、現状と今後の方向性を明らかにしました。
・地域に根ざし、ものづくりに取り組む県内企業を紹介する「ふるさと企業紹介」を実施し、高校生
たちが地域産業への理解を深め、ふるさとでのキャリア形成への展望を開きましたが、年１回の講
義であるため、秋田の企業について理解をより深めさせるには、複数回実施するなど発展させる必
要があります。
・県立高校において県内３地区の普通高校３校のうち、１地区に１校ずつ３校を、新たにキャリア教
育実践モデル校として指定し、地域連携強化や体験活動の充実を図りましたが、ふるさと教育を基
盤としたキャリア教育を推進するため、県民に対する周知を一層図る必要があります。
・高等学校では働くことの意義や職業についての理解を深め、自己の将来の在り方生き方について考
え、主体的に職業選択ができる能力の育成を図るために「高校生インターンシップ推進事業」を実
施しましたが、ふるさと企業への関心を高めるためより多くの学校で実施する必要があります。
・「ものづくり塾」を開催し、普通科等の生徒がものづくりに触れる機会を提供しました。今年度は
新たに能代高校と由利高校において、3Dプリンターについて学ぶ「能代ものづくり塾」と「由利も
のづくり塾」を開催しましたが、普通科等の生徒の「ものづくり塾」での体験を、卒業後の進路選
択に結びつけていく必要があります。
・キャリアアドバイザー11名を配置し、地域や学校の特色に応じたキャリア教育や大学卒業後の進路
を意識させる取組を推進するとともに、高校生就職支援員を27名を配置し、生徒の就職相談、県内
求人開拓、企業情報の提供を行いました。今後は、大学進学後の県内就職情報等をより積極的に提
供する必要があります。
・「特別支援学校職域開拓促進事業」の事業推進校２校に職場開拓員を配置し、新たな職域の開拓と
開拓先事業所との連携により、営農実習や職場実習などの実践的な職業教育を計画的に実施しまし
た。これにより、曲げわっぱや漆器、バラ栽培等の地場産業の校内作業への導入や、農業生産法人
の指導による農産物及び果樹栽培の技術指導から加工・販売等、地域と連携した取組が充実しまし
た。全県の特別支援学校でも各地域や自校の特色を生かして職業教育を工夫・改善しましたが、そ
の取組には学校格差があるため、改善する必要があります。また、作業学習（産業教育）を通した
高等学校とのより一層の連携が必要です。
基本方向１（１）
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平成２８年度の計画
ふるさと教育を基盤としたキャリア教育の推進

①

■ 「ふるさと秋田を知る」ための、各教科や総合的な学習の時間等のカリキュラムの展開（義務
教育課）
・地域の活性化に貢献する活動や伝統や産業等を受け継ぐ活動、地域に貢献した先人の生き方を
学ぶ活動、秋田の自然や文化にふれる体験等の「ふるさと秋田を知る」ための学習の推進につ
いて「学校教育の指針」に示しながら、各校の具体的な取組を促します。
■ 「ふるさと企業紹介」の実施（高校教育課）
・ふるさと秋田に対する誇りを喚起し、将来秋田でのキャリア形成の展望がもてるよう「ふるさ
と企業紹介事業」の改善・充実を図ります。また若手起業家による企業紹介も同時に開催しま
す。
■ インターンシップ、ボランティア活動の推進（高校教育課）
・県立高校においては、引き続き全生徒が高校２年生修了までに５日間程度のインターンシップ
又はボランティア活動を体験することとします。

② 教育活動全体を通じたキャリア教育の充実
■ 地域に根ざしたキャリア教育の充実（義務教育課）
・「学校教育の指針」における「キャリア教育」の内容を見直し、全ての教職員に対する共通理
解を図るとともに、キャリア教育の視点で既存の全体計画や年間指導計画を見直し、一層の改
善を図るよう促していきます。
・キャリア教育推進協議会や小・中・高・特別支援学校の教職員を対象とするキャリア教育実践
研究協議会の開催等により、「地域に根ざしたキャリア教育」の充実を図ります。
・キャリアノートをＷｅｂ配信するとともに、各校独自のキャリアノートの好事例を紹介するな
どし、各小・中学校における一層の活用を促し、一人一人のキャリア発達を支援します。
■ 発達の段階を踏まえた体験的活動の充実（義務教育課・高校教育課）
・幼児・児童・生徒の発達の段階及び地域の実情に応じて、家庭や地域社会、企業等と連携を図
り、学習活動や体験活動等を系統的、組織的に充実させることにより、校種間を貫くキャリア
教育を推進し、教育活動全体を通じて、社会的・職業的に自立するために必要な基礎的・汎用
的能力を育成します。
・県立高校では引き続き全生徒が高校２年生修了までに５日間程度のインターンシップ又はボラ
ンティア活動を体験することとします。
■ ものづくり塾の充実（高校教育課）
・普通科等の生徒を対象とした「ものづくり塾」を、地域企業と連携しながら県北（能代高
校）、中央（由利高校）、県南（湯沢翔北高校）の３地区で実施します。

一人一人の進路希望に応じたきめ細かな就職支援の実施

③

■ 郷土を支える人材育成の推進（高校教育課）
・県立高校にキャリアアドバイザーや就職支援員を配置し、地域の関係機関等との連携に基づく
キャリア教育や組織的な就職支援の取組を行います。
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基本方向１（１）

・県立高校等にキャリアアドバイザー13名、就職支援員25名配置します。

障害等のある生徒に対する職業教育の充実と就業の促進

④

■ 特別支援学校における一人一人の教育的ニーズを踏まえた具体的な就職支援の実施（特別支援
教育課）
・関係業界団体や関係部局との連携により、特別支援学校における新たな職域開拓と職業教育の
充実に関する情報交換を行うとともに、具体的な連携につながる支援を行います。

主な関連事業
①キャリア教育総合推進事業（高校教育課）【３，５０９千円】
(ｱ)インターンシップ等体験活動
高校２年生までに各事業所等で就業体験を行うことにより、働くことの意義や職業につ
いての理解を深め、主体的に職業選択ができる能力の育成を図る。また、地域連絡協議会
を県内９地区でそれぞれ開催し、活動の一層の充実を目指す。
(ｲ)地域との連携強化プロジェクト
各校が、特別活動（ＨＲ活動、生徒会活動、学校行事）や総合的な学習の時間、部活動
等において 地域連携や学校間連携に基づいたキャリア教育を推進し、学校と地域社会と
の結び付きを強化するた めの取組を支援する。
②「未来のあきたを創る」人材育成事業（高校教育課）【９１，０７９千円】
高校生として望ましい職業観・勤労観をもたせ、社会的自立を促し、生徒の将来設計に対
する的確な支援を行うため、進学重点校にキャリアアドバイザーを配置する。
また、就職ガイダンスの企画・実施、就職情報の活用・指導、カウンセリング等をおこな
い、県内就職を支援するため、就職重点校に高校生就職支援員を配置する。
・事業内容：キャリアアドバイザー13名

就職支援員25名配置

③特別支援学校職域開拓促進事業（特別支援教育課）【６，７３０千円】
新たな職域の開拓と開拓先事業所との連携による職業教育の実践を通して、地域産業の
担い手及び従事者を育成し、全県域の就業促進を図る。

基本方向１（１）
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（２）多様な進路に対応した特性や能力の伸長
所 管 課

義務教育課、高校教育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・社会的自立に必要となる税金、社会保険、労働者の権利・義務、消費・金融等の知識を身に付け、
健全な県民意識を醸成できるように、生徒から多様な「問い」を引き出すなど、主体的に学ぶ授業
を推進しました。
・男女共同参画についての学習の指導例を「学校教育の指針」に示し、各学校での取組の推進を促し
ました。
・地域医療を支える人材を育成するため、医師を志す生徒を対象に医療体験研修、医師との交流、
実力養成ハイレベル講座などのプログラムを実施しましたが、地域医療を支える人材を育成するた
め、医学部医学科へ進学する生徒を増やす取組を継続していく必要があります。
・高校１年生を対象に、県内大学等を会場としてガイダンスを実施し、大学で学ぶことができる学問
の内容や、大学卒業後の職業等について系統的に理解を深めるとともに、そのために必要となる学
習への意欲を高めることにより、高校生の将来設計を支援しました。
・子育てに関する理解を深めるため、家庭科の授業やインターンシップ、ボランティア活動としての
実習を幼稚園や保育所、認定こども園で実施しました。
・インターンシップを計画する際は、人数や距離の問題等により生じる生徒の希望職種と受け入れ施
設のミスマッチを解決する必要があります。
・県が作成した高校生を対象とした少子化副読本を今年度全ての県立高校に配付し、家庭科の授業で
の活用を図りました。
・家庭科教員等を対象として、少子化対策副読本の効果的な活用や、他教科や総合的な学習と連携し
た取組等に関する研修を実施することで、結婚・子育て・家庭に関する学習の一層の充実を図りま
す。

平成２８年度の計画
① 質の高い医療、多様な福祉サービスを提供する人材の育成
■ 秋田の医療を支える人材の育成（高校教育課）
・高校生が医学部医学科や地域医療を体験する研修機会等を早い段階から設け、地域医療への貢
献を志す人材の育成に取り組みます。
■ 社会人講師の活用による実践的な授業の実施（高校教育課）
・専門的知識を持った社会人講師を活用した授業の実施を実施し、より高いレベルでの学習に対
する意欲を高めます。

② 高等教育機関との連携の推進
■ 高校１年生を対象とした将来設計ガイダンスの実施（高校教育課）
・高校１年生を対象に、県内大学等を会場としてガイダンスを実施し、大学で学ぶことができる
学問の内容や、大学卒業後の職業等について系統的に理解を深めるとともに、そのために必要
となる学習への意欲を高めることにより、高校生の将来設計を支援します。
・大学教員をパネリストとした生徒参加型の「パネルディスカッション」や、秋田県立大学に県
内容を体験する「研究室訪問」を通して、参加者の進路意識を喚起します。
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基本方向１（２）

内大学の教員を招いての「学問別ガイダンス」、また、各大学の研究室に出向いて教員の研究

③ 社会生活の重要課題に対応し、自立する能力の育成
■ 現代社会の諸課題についての学習機会の提供（義務教育課・高校教育課）
・社会的自立に必要となる税金、社会保険、労働者の権利・義務、消費・金融等の知識を身に付
け、健全な県民意識を醸成できるように、単に制度の理解で終わることなく、生徒から多様な
｢問い｣を引き出しながら、各制度や権利・義務等の趣旨に迫るような授業を推進します。
・教育活動全体を通じた男女共同参画に関する学習の指導例等について、「学校教育の指針」に
示し、各学校での取組の推進を促します。

④ 乳幼児との触れ合いを含む子育て理解学習の推進
■ 少子化対策副読本の活用による結婚・子育て・家庭に関する学習の促進（高校教育課）
・家庭科教員等を対象として、少子化対策副読本の効果的な活用や、他教科や総合的な学習と連
携した取組等に関する研修を実施することで、結婚・子育て・家庭に関する学習の一層の充実
を図ります。
・家庭や地域社会と連携し、子育て理解学習を推進するため、少子化副読本の授業での一層の活
用を図る必要があります。
・本県の少子化の現状や課題、家族の大切さや結婚し家庭を築くこと、秋田での生活環境や子育
て環境、秋田で働くことなどについて理解を深めさせるために授業での活用を推進します。
■ 幼稚園や保育所等を実習先としたインターンシップ、ボランティア活動の促進（高校教育
課）
・県立高校においては、子育て理解学習を推進するため、インターンシップやボランティア活動
の実習を幼稚園や保育所、認定こども園で実施するよう促していきます。

主な関連事業
①地域医療を支えるドクター育成事業（高校教育課）【１，４９９千円】
県政の課題である医師不足に対応し、地域医療を支える人材を育成するため、医師を志
す生徒を対象として、医療機関での研修、地域医療体験学習、医師による特別講義、実力
養成ハイレベル講座などのプログラムを実施する。

・事業内容：地域医療体験研修、メディカルセミナー
②キャリア教育総合推進事業 将来設計ガイダンス（高校教育課）【８４４千円】
大学進学後の学問内容やそのために必要となる学力、大学卒業後の職業選択について理
解を深めさせることにより高校生の将来設計を支援するために、大学進学を目指す高校生
を対象に、各学問ガイダンスや研究室訪問等を実施する。
・事業内容：将来設計ガイダンス

③確かな学力育成推進事業 大学教員･社会人講師等活用（高校教育課）【２，６０４千円】
課題研究、探究的学習、キャリア教育等において、生徒の学習を効果的に進めるため
に、県内大学等の教員を高校に招き、講義、実験、演習等を実施する。
また、生徒が自らの学習を深化させつつ、望ましい職業観、勤労観を身に付けるため
基本方向１（２）

に、最新の技術や専門知識を有する社会人講師を学校に招いて直接授業等で指導を受ける
機会を設ける。
・事業内容：大学教員等の活用、社会人講師の活用

-7-

（３）社会のニーズに応える専門高校等の教育の充実
所 管 課

高校教育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・「産業教育フェア」の開催により、産業教育を通して、生涯にわたり主体的に学ぶ力と創造的に
生きていく資質の育成を図るとともに、その学びの成果を地域社会や産業界等に発信しました。今
後は、平成29年度に開催される「第27回全国産業教育フェア秋田大会」に向けて、「秋田県産業教
育フェア」の充実と県内産業教育の一層の推進を図る必要があります。
・学んだ専門的な知識・技能を生かせるような県内企業等への就職や、大学の工学部への進学のた
めの進路指導を行いましたが、専門高校の教育内容や様々な教育活動の成果を、広く周知する必要
があります。
・湯沢翔北高校専攻科では、秋田県立大学や地域企業等との連携により、個別指導による専門的な
講義や実習、福祉施設や地域企業での長期間の実習を実施しましたが、教育内容や様々な教育活動
の成果を、広く周知する必要があります。
・専門高校の老朽化した施設・設備の更新と新しい技術技能の習得に対応した施設・設備の新規導
入を行いましたが、安全性を確保するために今後も更新していく必要があります。
・地域連絡協議会において、学習成果の地域企業への紹介と交流を行いましたが、地域との連携を更
に強め、地域の教育力を活用する必要があります。
・工業高校等の各専門高校では、地域企業等の専門人材による研修をおこない、ものづくりの技術・
技能を高めました。また、教員を対象とした研修も実施しましたが、参加者が固定しています。
・農業、工業、商業等の専門学科で学ぶ高校生たちが地域産業祭や種苗交換会への参加を通してお互
いの専門的な学習の成果を共有することにより、他の専門学科や産業教育についての相互理科を深
めました。
・高校生の柔軟で創造的な企画により秋田の「食」の商品化を競う「商品開発コンテスト」を実施
し、アントレプレナーシップ（【entrepreneurship】起業家精神）の醸成を図りました。創作活動
を通して秋田のすばらしい食文化や新鮮な食材の活用について理解するとともに、地域の人々と交
流することにより、ふるさと秋田のすばらしさを認識する機会となりました。今後は、地域資源の
活用や商品開発、６次産業化等の時代の変化に対応できる能力と豊かな人間性を育む教育を推進す
る必要があります。

平成２８年度の計画
① 専門高校等の教育内容の充実による地域産業を支える人材の育成
■ 専門性の深化を図る教育活動の推進（高校教育課）
・学習成果の専門性の深化を図るため、「産業教育フェア」などでの学習成果の公開や「技術ボ
ランティア」などの貢献活動により、学んだ専門的な知識や技術を生かした地域をフィールド
とした体験的な教育活動を推進します。
・各種ものづくりコンテストや競技会への参加をとおし、他の競技者と競い合うことで専門的
な技術・技能の深化を図ります。
■ 専攻科における教育活動の推進（高校教育課）
・地域企業等を支える高度な知識・技術・技能を有する人材を、地域企業や大学等と連携しなが

■ 専門高校等の施設・設備の充実（高校教育課）
・専門高校等の老朽化した施設・設備の更新と、新しい技術技能の習得に対応した施設・設備
の新規導入を行い、専門高校の教育環境を整えます。
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基本方向１（３）

ら育成します。また、教育活動の成果を積極的に発信する取組を推進します。

② 地域企業等との連携による地域産業を支える人材の育成
■ 航空機産業人材の育成（高校教育課）
・本県の航空機関連産業の発展を担う人材育成のため、航空機関連の事業を展開する県内企業と
連携して長時間の技術研修を行います。
■ 専門的知識・技能について学ぶ機会の充実（高校教育課）
・教員を各種研修に派遣し、研修成果を広く共有することにより、教員の指導力向上を図りま
す。
・地域の社会人講師を授業に活用し、資格取得のための集中研修を主に専門高校生を対象に実施
します。
■ 地域と学校の連携（高校教育課）
・工業系高校で、地域企業を対象とした協議会を実施し、学習成果を紹介するとともに、企業が
求める人材について協議するなどの情報交換を行います。

③ 豊かな地域資源を活用した６次産業化の推進に寄与する人材の育成
■ 地域産業を支える人材の育成（高校教育課）
・「商品開発コンテスト」や「産業教育フェア」等を通して、職業人としての資質を醸成し、地
域産業を担う有為な人材の育成に引き続き努めます。
・専門高校における農家実習などの長期インターンシップの推進を図ります。
・普通高校におけるキャリア教育を進めていく中で、本県の基幹産業である農業を活用した教育
活動の充実に務めます。
■ 全国産業教育フェア秋田大会に向けた取組の充実（高校教育課）
・平成29年度に開催される第27回全国産業教育フェア秋田大会に向けて、各校における産業教育
の一層の充実を図ります。
・県内の産業教育を実施している高校が一堂に会し日頃の学習成果の発表し合うことで、全国産
業教育フェア秋田大会への気運を高めます。

主な関連事業
①航空機産業人材育成事業（高校教育課）【３１，８２３千円】
県内外の航空機関連企業や大学等の専門人材による特別講義や、県内航空機関連企業で
の技術研修を主とした長期間の技術研修、工業系高校への専門カリキュラム導入により、
航空機産業分野の振興と専門人材の育成を図る。
②情報関連産業人材育成事業（高校教育課）【２，３２８千円】
課題研究等の実技を伴う授業に高度な情報技術力を持った社会人講師を派遣し、情報関
連企業で求められる情報活用技術を学び、ＩＣＴ分野の振興と専門人材の育成を図る。
③キャリア教育総合推進事業

ものづくり教育の充実（高校教育課）【６，５０６千円】

高校生が地域を支えるものづくり産業についての理解を深めるとともに、自らの技能を
基本方向１（３）

高め学習や研究の成果を広く発信することにより、地域の担い手としての自覚や起業意識
の醸成を図るために各種事業を実施する。
・事業内容：産業教育フェア、高校生商品開発コンテスト、ものづくりコンテスト、もの
づくり塾
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《基本方向１に関する推進指標》
●第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標
指

標

名

高校生の県内就職率（公私立、
全日制・定時制）
将来の夢や目標を持っている児
童生徒（小６・中３）の割合

高校生（公立）のインターンシ
ップ参加率

現状値(H24)

Ｈ２６
(進捗状況％)

Ｈ２９
(目標値)

Ｈ３１

６５．９％

６６．０％
(８９．２％)

７４．０％

７４．０％

８６．４％
(H25)

８６．２％
(９５．８％)

９０．０％

９０．０％

５９．８％

５８．５％
(８８．６％)

６５．０％

６６．０％

●第２期あきたの教育振興に関する基本計画における指標
指

標

名

現状(H25)

Ｈ２６
（進捗状況％）

Ｈ３１

ふるさと教育の全体計画等を作
成している学校の割合

小
中

９６．３％
９１．４％
(H26)

小
中

９７．１％
９３．１％
(H27)

小
中

１００．０％
１００．０％

ふるさと教育の全体計画等にキ
ャリア 教育の視点を加えている
小・中学校の割合

小
中

９０．６％
９２．６％
(H26)

小
中

９５．８％
９４．９％
(H27)

小
中

１００．０％
１００．０％

中学校における３日間以上の職
場体験活動を実施する学校の割
合
特別支援学校高等部卒業生の就
職者数（就職を希望する生徒の
就職率）

４５．５％

７５人
(就職率１００.０％)

４２．５％
（６６．９％）
８３人
(就職率９６．５％)

６３．５％

９６人
(就職率９８．０％)

地域医療体験学習参加者数（公
立高校）

８１人

５４人
（６０．０％）

９０人

農業に関する体験学習等実施校
数（公立高校）

２３校

２４校
（８０．０％）

３０校

１，１６６人

１，４１５人
（９４．３％）

１，５００人

専門性を生かしたボランティ
ア、イベ ント等参加生徒数（専
門高校等生徒 延べ数）

基本方向１（指標）
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基本方向２ 確かな学力の定着を図り、独創性や表現力を育みます

（１）一人一人の子どもに目が行き届く、きめ細かな教育の推進
所 管 課

義務教育課、高校教育課、特別支援教育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・生活集団や学習集団の少人数化を図り、個に応じたきめ細かな指導を行うため、少人数学級を小学
校５年生に拡充し、小学校１～５年及び中学校１～３年で実施しました。また、少人数授業やティ
ーム・ティーチングが行えるよう人員を配置しました。
・小４から中２を対象とした学習状況調査を悉皆で実施しました。内容は、教科と学習の意欲等に関
する質問紙調査の２種類です。全国学力・学習状況調査、県学習状況調査、高校入試を一体として
捉えた検証改善サイクルが機能するよう、教科の調査問題の出題趣旨に全国学力・学習状況調査や
高校入試との関連を図り、課題の改善状況等が把握できるようにしました。
・学力向上支援Ｗｅｂを活用し、全国学力・学習状況調査及び県学習状況調査の自校の結果分析が効
率的にできる集計・分析システムや、算数・数学（小１～中３）、理科（小３～中３）の単元評価
問題を配信しました。
・
「小・中連携実践研究モデル事業」により、中１ギャップ(学習意欲の低下、集団への不適応等)の
解消を図るため、より教科の専門性を生かした質の高い授業の実施や、きめ細かい生徒指導の取組
を推進しました。今後は、本事業の成果を多くの中学校区に普及し、小・中連携教育を一層推進し
ていく必要があります。
・学校訪問指導による授業改善を推進するため、小・中学校においては、全ての教科等を対象として、
各教育事務所・出張所指導主事による学校訪問を行いました。国語及び算数・数学、理科について
は、義務教育課担当指導主事等による学校訪問も実施し、児童生徒の視点に立った「分かる・でき
る」授業の構築について指導・助言を行いました。
・全国学力・学習状況調査や県学習状況調査の結果から、全ての教科にわたって知識や技能について
の定着は概ね図られていますが、既習の知識や概念等を活用して、思考し表現することに課題があ
ることが分かっています。このことから、学力向上支援Ｗｅｂで提供する学習資料の内容の充実を
図るとともに、学校訪問指導においては各学校の実態に応じた支援を行い、児童生徒の思考力や表
現力を高める授業の一層の推進に努める必要があります。
・理数系教科を得意とし積極的に取り組む児童生徒を育成するため、小５～中２を対象に理数探究体
験セミナー、中１及び中２を対象に科学の甲子園ジュニア秋田県大会を行いました。科学の甲子園
ジュニアにおいては、上位入賞を目指すための取組を充実させていく必要があります。
・高等学校においては、同一校を年２回訪問することによって組織的な授業改善の取組を推進してい
ます。初回訪問時に各校の授業改善に向けた課題を明確にすることで、２回目の訪問時には検証内
容の焦点化を図りましたが、授業研修会で得た成果を教科内や他の教科で活用し、学校全体として
授業改善に生かしていくことが課題です。
・学力向上パートナーシッププロジェクトでは、県内３地域において連携モデル校を指定し、互いの
進学指導の実践例等を共有し、生徒の学力向上を図りましたが、学習講座や講演会等がさらに魅力
的になるよう工夫が必要です。
基本方向２（１）

・秋田県内の大学・短大の教員による講義や通じ、知的好奇心を喚起しましたが、例年実施してい
る学校が同一校に偏りが見られ、県内全域の高校生に知的好奇心を喚起するという視点では、一層
の工夫を要します。
・教科指導等におけるＩＣＴ活用の推進を図るため、ＩＣＴ活用研究協議会を実施しましたが、ＩＣ
Ｔ活用が学習のねらいではなく、ねらいを達成するための手段であることの意識がまだ薄いのが課
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題です。
・中学校と高等学校の接続を円滑にするため、中高学習指導研究協議会を開催し、指導内容及び指導
方法の充実を図りましたが、中学校からより多くの参加が得られるよう工夫が必要です。
・生徒の知的好奇心を喚起し、探究心を養い、科学的な思考力・表現力等を高めるとともに、教員研
修や協議会等の実施による理数系教員の指導力を向上させるため、理数科合同研修会や数学オリン
ピックセミナーなどを実施しましたが、今後は、上位入賞を目指すための取組を充実させていく必
要があります。
・高校生の進路志望や学習意欲、学習理解等に関する現状を把握し、各校における授業改善の方向性
を定めることを目的に高等学校学習状況調査を実施しました。
・学習サポーターを６名配置し、生徒の学習や生活の支援を行うとともに、校内委員会の開催や研修
の充実等を通して、高等学校における特別支援教育の体制整備を図りましたが、支援の対象となる
生徒が多く在籍する学校があり、校内の支援体制の維持及び向上を図る必要があります。
・特別支援教育に係る校内支援体制の指針として、
「校内支援体制ガイドライン（三訂版）
」を配付し、
周知したことで、各種研修会や学校訪問等での活用が進んでいます。
・小・中学校では、特別支援学級スキルアップ授業研修の申し込みが増加しました。指導案検討から
授業研究会まで一貫して実施することで授業改善につながっています。
・高等学校では、学習サポーターを６名配置し、生徒の学習や生活の支援を行うとともに、校内委員
会の開催や研修の充実等を通して、特別支援教育の体制整備を図りました。また、高等学校を会場
にした研修会の実施、高等学校特別支援隊の活用などにより、特別支援教育の理解が進んできてい
ますが、その取組については学校によって差が見られます。

平成２８年度の計画
①

少人数学習の推進によるきめ細かな指導と安定した学校生活の確保
■ 少人数学習の推進（義務教育課）
・小学校１～５年及び中学校１～３年で実施している少人数学級について、質の高い教育を保障
するため、小学校６年に拡充します。

② 特色ある教育による小・中学生の確かな学力向上と学校間格差の改善
■ 学力向上に向けた様々な取組の推進（義務教育課）
・学習状況調査において、経年比較等を含めた分析を行い、本県児童生徒の学力や学習の状況の
実態を捉え、優れた授業実践の共有化やＷｅｂサイトを活用した単元評価問題の配信など、更
なる学力向上に向けた施策に引き続き反映させます。また、各学校が全国学力・学習状況調査、
県学習状況調査、高校入試を一体として捉えた検証改善サイクルを活用し、自校の課題を把握
し改善を図っていけるよう支援を行います。
・小・中学校の学校訪問においては、児童生徒が主体的・協働的に問題の解決に取り組む「分か
る・できる」授業の構築について引き続き指導・助言を行います。

③ 多様な取組の推進による高校生の確かな学力の育成
■ 組織的な授業改善と地域の高校間連携による生徒の学力向上を図る取組の推進（高校教育課）
・高等学校については、年２回の学校訪問により、教科や学校全体で協議を深めながら行う組織
的な授業改善の推進に継続して取り組みます。
・学力向上パートナーシッププロジェクトでは、連携モデル校間で講演会や合同合宿等を実施す
ることにより、生徒が互いに切磋琢磨する気運を高めます。

■ 大学教員による講義や社会人による授業等を通じた知的好奇心の喚起（高校教育課）
・県内大学教員を講師として高等学校に派遣して特別講義を実施することで、生徒の知的好奇心
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基本方向２（１）

・中高学習指導研究協議会の一層の充実を図ります。

を喚起し、学習意欲の高揚を図ります。
■ 質の高い授業の推進による学力の育成（高校教育課）
・ＩＣＴ活用研究協議会の実施により、総合教育センターの情報に関する研修と連携を図りなが
ら、授業研究や研修の充実を図ります。
■ 理数系教科に積極的に取り組む生徒の育成（高校教育課）
・理数科合同研修会の実施により、理数科設置６校の交流を深めながら理数系教科に積極的に取
り組む生徒を育成します。

④ 数学的・科学的な思考力を伸ばす試み
■ 理数系教科を得意とする児童生徒が活躍できる場の充実（義務教育課）
・理数レベルアップセミナー及び科学の甲子園ジュニア秋田県大会について、大学との連携を深
めて内容の充実を図ることで、理数系教科の得意な児童生徒の能力を一層伸ばします。
■ アドバンストサイエンスプロジェクト（高校教育課）
・生徒の知的好奇心を喚起し、探究心を養い、科学的な思考力・表現力等を高めるとともに、教
員研修や協議会等の実施による理数系教員の指導力を向上させることにより、キャリア教育に
基づいた理数教育の充実を図ります。
・ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）指定校における協議会及び合同発表会等の実施に
よる研究成果の共有化を図ります。
・高大連携事業（東北大学大学院理学研究科研修、理数科合同研修会、数学オリンピックセミナ
ーなど）のより一層の充実を図ります。
・科学の甲子園全国大会秋田県予選会について、理数系教科の得意な生徒の能力を一層伸ばしま
す。
・数学・英語・理科ハイレベル思考力養成セミナーの実施により、思考力や表現力等を一層伸ば
します。
■ 高等学校学習状況調査の実施（高校教育課）
高校生の進路志望や学習意欲、学習理解等に関する現状を把握し、各校における授業改善の方向
性を定めます。また、平成２８年度からは、国語・数学・英語の学習調査を実施する予定です。

⑤ 校内支援体制の機能強化と関係機関等との連携による特別支援教育の充実
■ 高校生学校生活サポート事業（高校教育課）
・発達障害等の生徒の学校生活や学習上の困難をサポートするため、学習サポーターを配置しま
す。
■ 各学校等における支援体制の充実（特別支援教育課）
・
「校内支援体制ガイドライン」に基づき、各学校等の支援体制の構築と実践を推進します。
・年間計画に基づく園・校内委員会と特別支援教育コーディネーターを核とした園・校内支援体
制の機能を強化します。
・特別支援学校のセンター的機能等の活用や通級指導教室等との連携協力により、自校解決力を
基本方向２（１）

向上します。
■ インクルーシブ教育システム構築の推進（特別支援教育課）
・
「個別の支援計画」に基づいた一人一人に必要な合理的配慮の提供と、「個別の指導計画」に基
づいた実態に応じた指導を充実します。
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・特別支援教育に係る研修会により、ユニバーサルデザインの視点による授業づくりや校内環境
の整備等を推進します。
主な関連事業
①少人数学習推進事業（小・中）
（義務教育課）【７９６，７７７千円】
少人数学級体制によるきめ細かな教育を行うため、学年を拡充して臨時講師・非常勤講
師を配置する。
・事業内容：小学校全学年、中学校全学年（いわゆる30人程度学級） 臨時講師102名、
非常勤講師117名
②学力向上推進事業（義務教育課）
【５，６４３千円】
(ｱ) 学習状況調査事業
学習状況調査を通して、各学校における基礎学力の定着の度合いを確認するととも
に、課題については、県の課題、考察、報告書による提示や、学校訪問指導等による
授業改善を通して、各学校に課題の改善を働きかけていく。また、全国学力・学習状
況調査で課題がみられた問題を学習状況調査や高校入試の問題に反映させ、課題改善
のサイクルの確立による学力向上を推進する。
(ｲ) 学力向上支援事業
教科指導ＣＴ（中核教員）養成研修会を実施し、優れた提示授業や小・中学校にお
ける研究成果等を地域内で共有することにより、教科指導力の一層の向上を図る。
Ｗｅｂサイトを活用した単元評価問題等の配信や大学等の教育力を活用した理数教
科への興味・関心を高める学習の場の提供により、学習意欲の向上と学習内容の定着
を図る。
(ｳ) あきたの教育力発信事業
児童生徒の学習・生活習慣の状況、学校の教育活動、県及び市町村等の教育施策の
成果と課題などについて、意見交換を行い、一層の学力向上に資する。
③高校生学校生活サポート事業（高校教育課）【１２，１１０千円】
高等学校における特別支援教育の充実を図るため、県内３地区の各２校にそれぞれ１名
ずつ「学習サポーター」を配置する。
④確かな学力育成推進事業（高校教育課）【７，５７５千円】
(ｱ)学力向上パートナーシッププロジェクト
県内３地域において連携モデル校を指定し、互いの進学指導の実践例等を共有しなが
ら、合宿形式による国語・数学・英語等の学習講座や進路に関する講演会等を実施する
ことにより、生徒が互いに刺激し合いながら切磋琢磨する気運を高めるとともに、教員
の教科指導方法の研究の機会とする。
(ｲ)アドバンストサイエンスプロジェクト
生徒の知的好奇心を喚起し、探究心を養い、科学的な思考力・表現力等を高めるとと
もに、教員研修や協議会等の実施による理数系教員の指導力を向上させることにより、
キャリア教育に基づいた理数教育の充実を図る。
(ｳ)高等学校学力・学習状況調査
高校生の進路志望や学習意欲、学習理解等に関する現状を把握し、各校における授業
(ｴ)中高学習指導研究協議会
大学教員等の指導助言者を招聘することにより、より広い視野で中高の学習の望まし
い接続の在り方についての協議を深める。
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基本方向２（１）

改善の方向性を定める。

⑤特別支援教育体制整備推進事業（特別支援教育課）【３，１５８千円】
障害のある幼児児童生徒の支援のため、コーディネーター養成による園内・校内体制の
整備、専門家・支援チーム、高等学校特別支援隊による支援、教職員研修の充実により、
インクルーシブ教育システムの構築を推進する。
⑥病弱・肢体不自由教育支援事業（特別支援教育課）【２，８１２千円】
小・中学校における病弱教育の充実に向けて、関係機関との連携による支援体制の機能
強化を図るとともに、病弱教育及び肢体不自由教育について、児童生徒の病気や障害の状
態に応じた学習指導や配慮の仕方等の具体的な支援を実施する。

基本方向２（１）
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（２）自分で考え、表現し伝え合う能力の育成
所 管 課

幼保推進課、義務教育課、高校教育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・児童生徒の思考力・判断力・表現力等を伸ばすための各校の取組が一層充実するよう、学校教育の
指針「平成27年度の重点」における各教科等の指導の重点に“
「問い」を発する子ども”の育成に
向けた内容を取り入れました。
・学力向上フォーラムを開催し、本県の探究型の授業の先進性を確認するとともに、共同研究体制を
基盤とした組織的な授業づくりのポイント等を参加者と共有しました。
・小・中学校の学校訪問において、探究型の授業に言語活動を適切に位置付けることなど、授業づく
りのポイントの共通理解を図りました。
・県学習状況調査において、全国学力・学習状況調査で課題が見られた問題、高校入試で正答率が低
かった問題の類似問題を出題し、思考力・判断力・表現力等の改善状況を把握しました。
・検証改善委員会において全国学力・学習状況調査の結果の分析を行い、思考力・判断力・表現力等
を伸ばす授業づくり、学校全体で取り組む共同研究体制等についてまとめた「学校改善支援プラン」
を作成し、各校に配付しました。
・生徒の知的好奇心を喚起し、探究心を養い、科学的な思考力・表現力等を高めるとともに、教員研
修や協議会等の実施による理数系教員の指導力を向上させることにより、キャリア教育に基づいた
理数教育の充実を図りましたが、今後も一層推進していく必要があります。
。
・ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）指定校における協議会及び合同発表会等の実施しまし
たが、一層研究成果の共有化を図る必要があります。

平成２８年度の計画
① 「言語活動の充実」や「探究型」授業による思考力・判断力・表現力等の育成
■ 「課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び」の充実（義務教育課）
・児童生徒が、問題を発見し、他者との関わりを通して主体的に問題を解決していく場面を、様
々な教育活動の中に意図的に設定するとともに、問題解決における児童生徒の思考力や表現力
を高めるための、話合い活動などの言語活動を充実させます。
・学力向上フォーラムにおいて、探究型の授業づくりに関する優れた取組を紹介するなど、成果
の波及に努めます。
■ 全職員の共通理解を図り、組織で取り組む授業づくりの推進（高校教育課）
・学校訪問時の重点指導事項として、組織で取り組む授業づくりの推進を図り、各校の授業改善
へ向けた意識の醸成を図ります。

② 児童生徒主体の授業の推進等による生涯を通じて学び続ける力の育成
■ “
「問い」を発する子ども”の育成に向けた取組の推進（義務教育課）
・小・中学校の学校訪問において、学校教育の指針「平成28年度の重点」に基づいた各学校の取
組が一層充実するよう、引き続き指導・助言を行います。
■ アドバンストサイエンスプロジェクト（高校教育課）
員研修や協議会等の実施による理数系教員の指導力を向上させることにより、キャリア教育に
基づいた理数教育の充実を図ります。
・ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）指定校における協議会及び合同発表会等の実施に
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基本方向２（２）

・生徒の知的好奇心を喚起し、探究心を養い、科学的な思考力・表現力等を高めるとともに、教

よる研究成果の共有化を図ります。
・高大連携事業（東北大学大学院理学研究科研修、理数科合同研修会、数学オリンピックセミナ
ーなど）のより一層の充実を図ります。
・科学の甲子園全国大会秋田県予選会について、理数系教科の得意な生徒の能力を一層伸ばしま
す。
・数学・英語・理科ハイレベル思考力養成セミナーの実施により、思考力や表現力等を一層伸ば
します。

③ 学校（園）
、家庭、市町村との連携による学校段階に応じた読解力の育成
■ 学校段階に応じた取組の推進（義務教育課）
・小・中学校の学校訪問において、小・中連携による系統的な指導について、引き続き指導・助
言を行います。
・県学習状況調査において、全国学力・学習状況調査で課題が見られた問題、高校入試で正答率
が低かった問題の類似問題の他に、複数学年にわたる共通問題についても引き続き出題し、児
童生徒の思考力・判断力・表現力等の一層の育成に取り組みます。

主な関連事業
確かな学力育成推進事業 アドバンストサイエンスプロジェクト（高校教育課）
【１，５８１千円】
生徒の知的好奇心を喚起し、探究心を養い、科学的な思考力・表現力等を高めるととも
に、教員研修や協議会等の実施による理数系教員の指導力を向上させることにより、キャ
リア教育に基づいた理数教育の充実を図る。

基本方向２（２）
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（３）就学前における教育・保育の充実と小学校との円滑な接続
所 管 課

幼保推進課、義務教育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・
“
「問い」を発する子ども”の育成を目指した教育・保育の在り方を全教育活動を通して取り組む最
重点の教育課題として位置付けた「学校教育の指針」を、県内全ての学校(園）に配付しました。
・小学校１年生の１学級の人数が30人から32人の小学校に非常勤職員を配置して、学級担任をアシス
トすることにより、児童一人一人に対してきめ細やかな支援を行い、それにより小１プロブレムの
発生を未然に防止し、小学校生活への適応や望ましい学習集団の形成ができるようにしました。
・子ども・子育て支援新制度の本格化を受け、保育ニーズが多様化しました。それに伴い、教職員の
研修に関する課題（時間の確保や計画的な実施）を抱える園が増えています。従来の訪問・指導に
加え、研修推進の中核となる教職員の養成や各自治体による研修への支援が必要です。
・認定こども園を目指す園の教育・保育内容の充実及び教職員の資質向上を図るため、「認定こども
園サポート事業」を実施しました。各園の運営や保育等における質の向上には、教職員の専門性向
上と研修の充実が必要ですので、事業を継続します。
・小学校教育との円滑な連携・接続を図るため、各種研修会等（就学前・小学校地区別合同研修会、
10年経験者研修）で教職員同士が保育内容やキャリア教育の視点で学び合う機会を提供しました。
０歳児から５歳児までの発達の特徴や協同性のある体験、接続期のカリキュラム作成等の理解・実
践に関する研修機会の提供及び情報提供が必要です。

平成２８年度の計画
① 全ての乳幼児に対する充実した教育・保育の提供
■ 豊かな心と健やかな体の育成を目指した生活や遊びの充実（幼保推進課）
・認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針に則した教育・保育を推進す
る中で、研修支援や訪問指導のさらなる充実を図ります。
・研究推進の中核となる教職員の育成を図り、各園の課題に応じてＰＤＣＡサイクルを機能させ
るとともに、計画的に研修を推進する体制を支援します。
・多様な保育ニーズに対応できるよう、地域子ども・子育て支援事業を支援します。

② 認定こども園の普及・拡大
■ 認定こども園を目指す施設に対する支援（幼保推進課）
・認定こども園サポート事業による各園の実情を踏まえた効果的な訪問指導を行うとともに、認
定こども園の認可・認定を受けた園を訪問指導し、教育・保育の質の維持・向上を図ります。
・秋田県認定こども園公開保育研究会等への積極的参加の促進を図るとともに、保育参観及び協
議内容を充実させ、各園の保育への還元を図ります。

③ 発達や学びの連続性を踏まえた小学校との円滑な接続・連携の推進
■ 幼稚園、保育所、認定こども園等と小学校との円滑な接続・連携に資する研修会の充実（幼保
推進課）
・就学前教育と小学校教育双方の関係者が共に子どもの育ちについて理解し合い、それぞれの指
就学前・小学校地区別合同研修会を継続して実施します。
・
「秋田県就学前教育振興アクションプログラム」の素案を作成し、接続期におけるものや人と
の関わりを重視した指導計画の作成の理解推進を図り、小学校教育との接続を強化します。
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基本方向２（３）

導の在り方について見直す機会となるよう、市町村教育委員会等と連携・協力を図るとともに、

■ 学校アシスタント配置事業（義務教育課）
・学校アシスタントの配置により小１プロブレムを未然に防止します。

主な関連事業
①学校アシスタント配置事業（義務教育課）【２３，６０７千円】
小学校１年生の１学級の人数が３０人から３２人の小学校に非常勤職員を配置して、学
級担任をアシストすることにより、小１プロブレムの発生を未然に防止し、小学校生活へ
の適応や望ましい学習集団の形成ができるようにする。
②認定こども園サポート事業（幼保推進課）【３４０千円】
認定こども園を目指す就学前教育・保育施設に対し訪問等を実施し、教職員の専門性の
向上を図るとともに、園内での質の高い教育・保育を実践する研修体制の整備を援助する。
③秋田県認定こども園公開保育研究会（幼保推進課）【２０１千円】
就学前教育関係者等に対して認定こども園の保育を公開し、ねらいにせまるための手立
てについての理解を深めるとともに、シンポジウムの開催により今後の認定こども園の在
り方について考える。
④わか杉っ子！育ちと学び支援事業（幼保推進課）
【１，７８１千円】
モデル地区となる市町村に配置された教育・保育アドバイザーが、保育内容及び小学校
との連携等について指導・助言する。
研究推進の核となる教職員を対象とした研修会を実施し、園の研修体制を支援する。
「秋田県就学前教育アクションプログラム素案」を作成し、質の高い教育・保育につい
ての情報を提供する。
幼稚園・保育所・認定こども園と小学校の教職員が、連携・接続への相互理解を深める
「就学前・小学校地区別合同研修会」を開催し、各教職員の資質向上を図る。

基本方向２（３）
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《基本方向２に関する推進指標》
●第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標

指

標

名

現状値(H24)

Ｈ２６

Ｈ２９

（進捗状況％）

(目標値)

Ｈ３１

県学習状況調査における通過割
合（正答率が設定正答率以上の

７２．８％

問題数の割合）

７４．３％

７５．０％

７５．０％

５５．０％

５７．０％

(９９．１％)

国公立大学希望達成率（公私立、
全日制）

４９．１％

５２．３％
(９１．８％)

認定こども園数

３３か所
(H25)

３７か所
(５８．７％)

５３か所

６３か所

●第２期あきたの教育振興に関する基本計画における指標

指

標

名

現状(H25)

Ｈ２６

Ｈ３１

（進捗状況％）
授業で自分の考えを発表する機
会がよくあると思う児童生徒の

８２．１％

割合（小４～中２）

９０．２％

８７．０％

（１０３．７％）

特別支援教育に関する研修を受

幼 ５２．０％

幼 ８０．０％

１００．０％

講した教員の割合

小 ６９．０％

小 ７１．０％

１００．０％

中 ４９．０％

中 ５７．０％

１００．０％

高 ４７．０％

高 ５７．０％

１００．０％

小 ６６．９％

小 ７１．８％

８０．０％

学校図書館等で多様な図書資料

（８９．８％）

等を活用した授業を、学期に数
回程度又はそれ以上の頻度で計

中 ４５．０％

割合

(H24)
８９．７％
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(H26)
９２．９％
（９７．８％）

９５．０％

基本方向２（指標）

稚園・保育所・認定こども園の

６０．０％

（７８．０％）

画的に行う学校の割合（小・中）
小学校と交流・連携している幼

中 ４６．８％

基本方向３ グローバル社会で活躍できる人材を育てます

（１）英語コミュニケーション能力“日本一”に向けた取組の推進
所 管 課

義務教育課，高校教育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・学習指導要領の理念を達成するために、中学校・高等学校の外国語担当教員がＣＡＮ－ＤＯリス
ト形式で作成した学習到達目標を運用及び改善するための研修を開催しました。学習到達目標を年
間指導計画と日常の授業実践の間に意図的に関連付けしていくことが課題です。
・外部検定試験による資格取得の達成感を英語学習へのモチベーション向上につなげながら、自律
的学習者の育成を図り、本県中学生全体の英語力の水準向上に努めました。英検３級以上を取得し
ている中学３年生は着実に増加しています。また授業改善等により、英検３級相当の英語力をもっ
た生徒も増加しています。今後は高等学校において英検準２級相当もしくはそれ以上の英語力を有
する生徒数を増やしていくことが求められます。
・県内３地域に拠点校として指定した小・中・高等学校において、英語学習の効果的な指導及び評
価方法を研究するとともに、モデルとなる実践例を県内の他校に提供することで、当該校の成果
の普及を図りました。高等学校においては、各拠点校に隣接する協力校の役割を今後更に明確にし
て、授業改善に取り組んでいくことが必要です。
・
「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」（平成25年12月文部科学省公表）に基づき、中央
研修受講者（英語教育推進リーダー）を講師とした研修を実施することにより、本県の小学校外国
語活動の中核となる教員及び中学校・高等学校の英語担当教員の指導力の向上を図りました。研修
を受講した教員が、勤務校において研修した内容を日々の授業において着実に実践しているかを検
証していくことが課題です。

平成２８年度の計画
① 英語コミュニケーション能力育成に向けた多様な取組の推進
■ 小・中・高授業改善推進事業（高校教育課）
・学習到達目標リストを運用・改善するための研究協議会
・外国青年招致事業（JETプログラム）
・外部検定試験の活用
・拠点校・協力校英語授業改善プログラム

② 外国語担当教員の指導力向上を図る研修の充実
■ 教員の授業力向上推進事業（高校教育課）
・小学校外国語活動教員研修事業
・外国語活動・英語担当教員指導力向上研修

③ 英語コミュニケーション能力を育成するための環境の整備
基本方向３（１）

■ 英語を学ぶ環境整備事業（高校教育課）
・イングリッシュキャンプの実施
・グローバルサマーキャンプの実施
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■ 海外の高等学校との交流の充実（高校教育課）
◇交流の予定
ソウル高校生の秋田県訪問：秋田県内の高校との交流・ホームステイ、国際教養大学の訪問等
本県高校生のソウル高校訪問：本県理数科設置校やＳＳＨ指定校の生徒によるソウル高校生と
の協同研究、英語での課題研究発表、交流・ホームステイ等
本県高校生のタイ国バンコククリスチャンカレッジ等訪問：本県理数科設置校やＳＳＨ指定校
の生徒による英語での課題研究発表、交流・ホームステイ等

主な関連事業
英語教育強化地域拠点事業（高校教育課）【３，５００千円】
小学校において英語教育が早期に実施された場合の教育課程の在り方及び中学校・高等
学校への円滑な移行と教育内容の高度化、各学校段階を俯瞰した系統性のある教育課程を
研究開発します。

基本方向３（１）
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（２）学校における多様な国際教育の推進
所 管 課

義務教育課，高校教育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・海外勤務・留学等の経験をもつ県内外の各分野で活躍する人材や県内大学で学ぶ留学経験者等を
招き、講話及び体験学習等の機会を設けることで、小・中学生に国際的な視野と地域の視点をも
たせ、世界で活躍できる人材の育成を図りました。
・学校が主体となって計画している２週間以上の海外短期研修について、経費の支援を行いましたが、
長期留学（１年未満）を希望する高校生がここ数年減少傾向にあり、今年度は希望者がいませんで
した。
・県内の工業学科で学ぶ高校生が、フィリピンの工場でインターンシップを行うことで、英語でコ
ミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、グローバルに展開している県内企業
の実情について学ぶ機会を提供しました。
・海外の高等学校での交流発表会や専門高校生を対象にした海外企業研修の充実を図りましたが、課
題研究の発表会等に留まっており、さらに充実した交流を行う必要があります。また、すべての理
数科設置校やＳＳＨ指定校が海外の高校生と交流を深められているわけではありません。
・高校生の海外への修学旅行に関する支援を行っておりますが、国際情勢の変化もあり、海外修学旅
行を実施する高等学校は昨年度の４校から６校への微増にとどまり、十分な実施状況ではありませ
んでした。

平成２８年度の計画
① 学校での国際理解活動の促進
■ 英語を学ぶ環境整備事業（高校教育課）
・あきたっ子グローバルビジョン～目指せ！未来の国際人～

② 海外での異文化体験活動の展開
■ 英語を学ぶ環境整備事業（高校教育課）
・留学支援事業プログラム（長期・短期）
■ 海外の高等学校との交流の充実（高校教育課）
◇交流の予定
ソウル高校生の秋田県訪問：秋田県内の高校との交流・ホームステイ、国際教養大学の訪問等
本県高校生のソウル高校訪問：本県理数科設置校やＳＳＨ指定校等の生徒によるソウル高校生
との協同研究、英語での課題研究発表、交流・ホームステイ等
本県高校生のタイ国バンコククリスチャンカレッジ等訪問：本県理数科設置校やＳＳＨ指定校
等の生徒による英語での課題研究発表、交流・ホームステイ等

基本方向３（２）
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主な関連事業
①高校生海外派遣研修（高校教育課）【５，０４２千円】
本県の高校生を韓国ソウル高校へ派遣したり、ソウル高校生を受け入れたりすることに
より、国際的視野を広め、異文化理解と国際協調の精神を培うとともに、ともに英語を学
習するものとして英語でコミュニケーションを行うことで学習へのモチベーションを高
め、本県の活性化に寄与できる青少年を育成します。
②スーパーグローバルハイスクール事業（高校教育課）
【１０，０００千円】
グローバルリーダー育成に資する教育を通して、生徒の社会課題に対する関心と深い教
養、コミュニケーション能力、問題解決力等の国際的素養を身に付け、将来国際的活躍で
きるグローバルリーダーの育成を図ります。本県では秋田南高等学校が文部科学省の指定
を受けて取り組んでいます。
③英語を学ぶ環境整備事業（高校教育課）
【２２，６８３千円】
グローバル化が加速する時代において、英語コミュニケーション能力を身に付け、国際
的な視野の拡大、国際協調の精神の醸成を図るため、海外留学支援事業、海外交流事業及
びイングリッシュキャンプを実施する。
④秋田の教育資産を活用した海外交流促進事業（高校教育課）【５，７１０千円】
秋田県とタイの高校生との相互の教育活動における交流を通じて、国際社会において活
躍しうる人材の育成を目指す。

基本方向３（２）
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《基本方向３に関する推進指標》
●第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標

指

標

名

中学３年生の英検３級以上取得
率

(H25) 現状値

Ｈ２６

Ｈ２９

(H24)

（進捗状況％）

(目標値)

２８．５％

３６．６％

(H25)

(８７．１％)

１５校

１８校

４０．０％

Ｈ３１

４２．０％

海外の高校と交流を行う高校数
＊県で主催する交流事業等に参
加した学校を含む。

２５校

２５校

(７２．０％)

●第２期あきたの教育振興に関する基本計画における指標

指

標

名

現状(H25)

Ｈ２６

Ｈ３１

（進捗状況％）
小学校外国語活動のリーダー的
教員（小学校外国語活動教員研

１．１倍

修等を受講済の教員）の小学校

１．３倍

２．５倍

（５２．０％）

数に対する比率
中・高英語担当教員のうち授業
の半分以上を英語で行っている
者の割合

７６．５％

７１．１％

１００．０％

２００人

９３４人

１，４００人

高校教育課が行う小・中・高英
語（外国語・外国語活動）担当
教員を対象とした授業力向上研

（６６．７％）

修受講者数（累積）

基本方向３（指標）
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基本方向３（指標）
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基本方向４ 豊かな心と健やかな体を育みます

（１）規範意識や他人への思いやりなど豊かな心の育成
所 管 課

幼保推進課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、生涯学習課、保健体育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・学校の教育活動全体を通じて、児童生徒相互の人間関係や教師と児童生徒の信頼関係を深め、人間
としてよりよく生きるための基盤となる道徳性を育成するよう、各学校の取組の推進を図りました。
・道徳の時間をはじめ、様々な場面で、道徳教育用教材「私たちの道徳」を活用することで、児童生
徒が道徳的価値について自ら考えを深め、道徳的実践につなげることができるよう、各学校におけ
る取組の推進を図りました。
・学校と家庭、地域が連携しながら、地域社会全体で生命尊重を中心とした道徳教育について認識を
深める活動の推進を図りました。
・スクールカウンセラー等の相談員を公立の中学校・高等学校149校、各教育事務所に配置し、悩み
や不安等を抱える児童生徒等の支援を行いました。スクールカウンセラー等の相談員は、公立中学
校・高等学校の約87％に配置されていますが、児童生徒や保護者の要望に応えるため、今後、配置
の一層の充実を図る必要があります。
・人権教育を全教育活動を通して取り組む教育課題として位置付け、人権の意義や内容、その重要性
について、幼児児童生徒の理解を深めさせるとともに、自他を尊重する態度の育成を図りました。
・県内９つの地域生徒指導研究推進協議会での小学校・中学校・高等学校の職員による研修会や協議
会、各校の取組の共有等により校種間連携の強化を図りました。
・全県生徒指導研究協議会でのいじめに関する研修や協議により、いじめの把握や重大事態への対応
について共通理解を図りましたが、義務教育段階での道徳教育の取組の成果と課題を高等学校に引
き継いでいく仕組みづくりをしていく必要があります。。
・問題行動等調査結果や各校からの生徒事故報告の状況について、生徒指導研究推進協議会や校長会
議等で報告し、問題行動等の傾向や指導上の成果と課題の共有化を図りましたが、以前よりも生徒
の自律性や社会性が低下しており、基本的な生活習慣を早期に確立させることが困難になっていま
す。
・不登校や中途退学への対応として、クラス担任等による面談やスクールカウンセラーによるカウン
セリングにより、生徒の抱える悩み等の把握をし、家庭とも連携しながらその解決に努めました。
また、望ましい学校選択に資するため、体験入学の全校での実施や各高等学校を紹介する冊子の
中学校への配布、高等学校担当者による中学校での説明などによる各高等学校の理解促進に努めま
したが、発達障害や不登校傾向等のある生徒についての中学校との情報連携が不十分です。
・全ての公立高等学校の生徒を対象に７月に実施した「いじめアンケート調査」により、県内のいじ
めの状況について把握しました。（調査結果は８月にマスコミ等に公開）またこの調査結果を踏ま
えた各校の取組状況を把握するため、10月末に「いじめの認知件数といじめへの取組」について調
査し、その結果について校長会議で共有しました。今後は、いじめの重大事態などに対応するため
の組織的な体制の充実が必要です。
基本方向４（１）

・県内の学校に対して人権教育の取組の方向性を示し、人権教育の推進を図りましたが、今後はキャ
リア教育、道徳教育、生徒指導等と関連させながら、人権教育の指導方法等の改善・充実を図る必
要があります。
・特別支援学校在籍者の居住地の学校との交流については、リーフレット等を作成して市町村への理
解啓発や保護者への説明、事後には成果の紹介などを積極的に実施することで、回数が大幅に増加
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した特別支援学校もありますが、知的障害特別支援学校間で実施回数に格差があります。
・特別支援学校児童生徒による地域へのボランティア活動については、中学部や高等部が中心となり、
清掃活動や花苗プランターの設置、地域のイベントへの参画等を計画的・継続的に実施しています。
・児童生徒のたくましく社会を生き抜く力を育むため、少年自然の家及び自然体験活動センター（あ
きた白神体験センター）において、長期宿泊を伴う主催事業の実施や、プロジェクトアドベンチャ
ー（ＰＡ）の充実を図りました。学校による多泊型利用は実施数が伸び悩んでいるため、体験活動
の意義や、長期宿泊体験活動の教育的効果について、引き続き学校や保護者に理解を求めていく必
要があります。
・教育施設等での体験的な学習活動を通じて豊かな人間性を育むセカンドスクール的利用を推進する
ため、学校等のニーズに対応したプログラム開発や教職員向け研修の充実に努めました。セカンド
スクール的利用人数の実績は、ほぼ横ばいで推移していますが、利用する学校等のニーズは多様化
しており、柔軟に対応していく必要があります。

平成２８年度の計画
① 学校･家庭･地域の連携による道徳教育の充実
■ 学校･家庭･地域の連携による道徳教育の充実（義務教育課）
・道徳の時間を要とした教育活動全体における道徳教育の推進体制の確立や学校の特色や課題に
応じた指導内容の重点化への支援を行います。
・児童生徒の道徳性の向上を図るための家庭や地域社会との連携強化の促進を図ります。
・
「私たちの道徳」等の活用の促進を図ります。
・学校と家庭、地域が連携しながら、地域社会全体で生命尊重を中心とした道徳教育について認
識を深める活動を推進します。
■ 地域生徒指導研究推進協議会の一層の充実（高校教育課）
・地域生徒指導研究推進協議会への保護者や地域住民等の参加を促進するとともに、研修会や協
議会等による各校種での道徳教育についての理解促進を図り、道徳教育の系統性を高め、学校、
家庭、地域社会が一体となった道徳教育を推進します。

② 生徒指導の充実と指導体制の整備
■ 自尊感情、自己有用感を醸成する指導の充実（義務教育課・高校教育課・特別支援教育課）
・諸活動で一人一人が活躍できる場や他者から認められる場を意図的に設定するなど、児童生徒
の自尊感情、自己有用感の醸成を図るための取組が全校体制で計画的に共通実践されるよう、
各学校の取組の充実を図ります。
・生徒指導における、小・中・高連携による校種間の円滑な接続を図ります。
・
「学校における生徒指導のための共通実践事項」の全教職員の共通理解による一致協力した指
導を推進します。
・家庭や地域とも連携しながら、生徒指導の三機能（①自己決定の場を与える ②自己存在感を
与える ③共感的人間関係を育成する）が有効に機能し、生徒の自己指導能力が育成されるよ
う授業や学校行事、生徒会活動等での主体的な学びや学び合いを充実させます。

教育相談体制の充実と不登校やひきこもりの児童生徒への支援

③

■ 悩みや不安等を抱える児童生徒に対して適切な支援を行う、学校の教育相談体制の充実（義務
・スクールカウンセラー等の相談員を引き続き公立中学校・高等学校、各教育事務所に配置し、
小・中学校間、中学校・高等学校間が連携した校種間を貫く教育相談体制の充実を図ります。
・不登校や引きこもりの児童生徒が存在感をもって安心して過ごすことのできる「心の居場所」

-28-

基本方向４（１）

教育課・高校教育課）

づくりと、学習支援や生活改善指導を行います。
■ 継続的な支援の充実（高校教育課）
・将来を見据えた望ましい学校選択ができるよう、体験入学の内容の充実、教育活動や卒業後の
進路等のホームページ等での情報発信により、中学生とその保護者、中学校関係者の理解の促
進を図ります。

④ いじめ、暴力行為等の防止
■ いじめの未然防止や早期発見・即時対応の取組の推進と、全ての児童生徒が安心して生活し、
共に学び合える環境整備（義務教育課・高校教育課・特別支援教育課）
・いじめや暴力行為等の問題行動の防止や迅速な対応のため、家庭や地域の意見も踏まえた「学
校いじめ防止基本方針」の見直しや校内体制の充実を図り、学校と地域が一体となった組織的
ないじめ防止等への取組を推進します。
・協議会や研修会などにより各校の取組の成果や課題を共有するとともに、児童生徒の主体的な
いじめ防止等の取組を推進します。
・的確な日常観察や定期的調査、計画的な教育相談や校内外の相談窓口の周知を行い、いじめの
早期発見・即時対応に努めます。

⑤ 人権教育の充実による互いを尊重し合う態度の育成
■ 全教育活動を通して取り組む教育課題としての人権教育の推進（義務教育課）
・
「男女共同参画教育副読本」の活用等による男女共同参画に関する学習の推進について、各学
校の取組をより一層推進します。
・北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメＤＶＤ「めぐみ」（2008年各校へ配付）の活用等によ
る拉致問題に関する学習指導例を学校教育の指針に提示します。
■ 人権を守ろうとする意識、意欲、態度を育む教育の推進（高校教育課）
・人権教育を全教育活動を通して取り組む教育課題として位置付け、人権の意義や内容、その
重要性について、生徒の理解を深めさせるとともに、自他を尊重する態度の育成を図ります。
・日本国憲法や子どもの権利条約等に基づき、人権に関する知的理解を深めさせたり、人権感覚
を身に付けさせたりする、協力的・参加的・体験的な学習を推進します。

障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し合う教育の充実

⑥

■ 居住地の学校との交流についての理解啓発（特別支援教育課）
・居住地校交流の好事例を特別支援学校に周知し、共有します。また、市町村教育委員会、小・
中学校等に紹介し、さらに交流が促進するよう理解啓発を図ります。

⑦ 少年自然の家等における長期宿泊体験活動の推進
■ わんぱく・３ぱく・体験活動プロジェクトの推進（生涯学習課）
・少年自然の家及び自然体験活動センター（あきた白神体験センター）の特色やノウハウを生か
し、長期宿泊を伴う主催事業を実施します。

⑧ 学校以外の施設をセカンドスクール的に利用した多様な体験活動の推進
基本方向４（１）

■ 教育施設のセカンドスクール的利用の充実（生涯学習課）
・学校の多様なニーズに応えるため、各教育施設において体験的な学習プログラムの充実と学校
への効果的な周知を行います。
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主な関連事業
①不登校・いじめ問題対策事業（義務教育課）【７５，８６５千円】
教育相談体制を整備し、児童生徒等の不安や悩み等を解消することにより、楽しく登校
できるようにし、不登校やいじめなどの問題行動等の解決を目指す。
②あきたセカンドスクール推進事業（生涯学習課）【７３０千円】
学校等による教育施設等のセカンドスクール的利用を推進するため、各教育施設等に
おける体験的な学習プログラムの開発・提供や、プロジェクトアドベンチャー（ＰＡ）
の充実を図る。

基本方向４（１）
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（２）生涯にわたってたくましく生きるための健やかな体の育成
所 管 課

保健体育課

平成２７年度の取組の進捗状況と課題・課題
・各種調査結果から子どもたちの体力と運動習慣等の関係、生活習慣の状況等を検証・考察し、体力
の向上、健康教育の取組を実施しました。
・新体力テスト（※）結果から全体として子どもたちの体力合計点は依然として全国上位にあるが、
学年が進むに従って運動習慣の二極化傾向が見られる。その改善に向け、運動が苦手な子どもでも
運動の楽しさや達成感を味わうことができるよう、体育学習の一層の充実を図るとともに、教科外
の体育的活動を推進する必要があります。
・雪国である本県の自然条件を生かして、積極的にウインタースポーツに親しむことを支援し、冬期
間運動不足になりがちな児童の体力の維持・向上を図っている。新規実施校を優先支援対象とした
結果、今年度は23校中８校の新規申込みがあった。
・全国規模の大会での入賞数が減少傾向にあり、競技力の低下が懸念される。スポーツに親しむ

態度の育成や運動部選手が一層活躍できるよう支援する必要があります。
・高校野球の甲子園大会での上位進出を目指し、強化プロジェクト委員会の開催、アドバイザー等に
よる訪問指導、中学生硬式野球練習会など各種強化策を講じました。
・各種講習会を開催して運動部活動指導者の育成と資質向上に努めるとともに、地域の人材を活用し
た外部指導者の派遣等を通して、運動部活動の充実を図りました。
・健康教育については、文部科学省委託事業を活用し、上小阿仁村（指定地域）において保育園児か
ら中学生までを対象とする「歯と口の健康づくり」の取組を推進しました。上小阿仁村では、「学
校保健支援チーム」（学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保護者、教職員、村保健師などがチーム
の構成員）を立ち上げ、学校・家庭・地域が一体となって取組の充実を図りました。「学校保健支
援チーム」会議は年２回開催し、会議では取組の進捗状況について確認しました。１２月には村内
研修会を開催し、実践発表や歯科医師による講話により参会者が成果等について共有しました。
２月には県主催の研修会を開催し、更なる普及・啓発を図りました。
・食育については、文部科学省委託事業を活用し、秋田市（指定地域）において２小学校を実践校
とする先進的な取組を展開しました。実践校の取組は、体験活動など様々な活動を通して「人や物
に感謝する心」
「郷土愛」
「社会参画意識や自己肯定感」などを醸成するために実施しました。８月
には食育研修会、１１月には実践校の公開授業研究会、１２月には食育事例発表会を開催し成果等
の普及・啓発を図りました。
・健康教育や食育の取組は、文部科学省委託事業を活用することで、ダイナミックな活動を計画・実
行することができた一方で、取組の周知方法の工夫や、学級担任などに対する食育の指導方法等研
鑽の機会が必要であります。
※「新体力テスト」：平成10年度から新しく実施されている体力テスト。走跳投に関わる運動能力
や瞬発力、筋力、柔軟性などの体力を測定するため、８種類の実技テストを実施する。

基本方向４（２）
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平成２８年度の計画
① 学校体育の充実に向けた取組の強化
■ 子どもの体力向上と健康の保持増進に向けた取組の実施（保健体育課）
・運動習慣の二極化傾向の改善に向け、教員の体育授業指導力を高めるとともに、児童生徒の技
術的なつまずきや苦手意識に対応し、運動が好き、運動が得意な子どもの育成を図ります。

② 運動部活動の活力アップに向けた取組の充実
■ 運動部活動の活性化と指導力のある指導者を育成する取組の推進（保健体育課）
・各種講習会や実技指導、全国大会への研修派遣を通して、指導者の資質向上と児童生徒の技術
向上を図り、学校生活をより充実させる観点から運動部活動の一層の活力アップに努めます。
・本県高校野球の競技力向上を目指し、小・中・高を貫く指導体制の構築を図ります。

③ 医療関係者等との連携による健康教育の充実
■ 現代的な健康課題の解決を図る取組の充実（保健体育課）
・文部科学省委託事業を活用し、指定地域における児童生徒等の現代的な健康課題の解決に向け
た取組の充実と、その普及を図ります。指定地域においては、学校医、学校歯科医、学校薬剤
師、保護者、教職員等を構成員とする「学校保健支援チーム」を立ち上げ、学校・家庭・地域
が一体となって取組の充実を図ります。

④ 食育の更なる充実に向けた総合的な取組の推進
■ 心身の健康の保持増進を目指した食育の推進（保健体育課）
・文部科学省委託事業を活用し、指定地域における児童生徒等の心身の健康の保持増進を目指し
た食育の推進を図ります。指定地域においては、栄養教諭を中心に大学や生産者団体、農林水
産部や健康福祉部などと連携した食育の効果を検証します。その成果等については広く県内で
共有し、学校における食育の一層の推進を図ります。

主な関連事業
①生きる力を育む体力づくり事業（保健体育課）【２，０９９千円】
教員の指導力向上に向けた研修会等の実施や、授業の充実を図るための支援を行う。
雪国である本県の自然条件を生かし、ウインタースポーツに親しむ機会づくりを支援する
ほか、児童生徒の運動能力等の実態を調査し、各学校における体力向上等に向けた取組を
推進する。
②スポーツ王国創成事業（保健体育課）
【１５，９８６千円】
運動部活動の一層の活力アップを図り、児童生徒が生涯にわたってたくましく生きるた
めの健やかな体を育成するため、運動部活動に対する支援や指導者の育成等を行う。
③秋田っ子健康教育推進事業（保健体育課）【１，１２１千円】
生活習慣の改善などの学校保健における課題解決のため、医療機関等と連携した学校・
家庭・地域における体制づくりを支援する。

大学や企業、生産者、関係機関等と連携して食育を推進し、食育の効果を科学的に検証
する。また、その成果等を全県に発信・普及し、食育の一層の推進を図る。
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基本方向４（２）

④秋田っ子食育推進事業（保健体育課）
【２，６６１千円】

《基本方向４に関する推進指標》
●第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標
指

標

名

現状値(H24)

Ｈ２６
（進捗状況％）

９５．１％
(H25)

９５．０％
（９７．９％）

９７．０％

９７．０％

少年自然の家等における学校等の宿
泊体験活動の実施回数

６３７回

６３９回
（９４．０％）

６８０回

６８０回

小中学生の不登校児童生徒数（千人
当たり、国公私立）

７．７人

８．９人
（８６．５％）

７．７人

７．７人

１１．６人

１１．４人
（９５．６％）

１１．１人

１０．９人

５１．４
(H25)

５１．６
（９７．９％）

５２．７

９２．０％
(H25)

９１．９％
（９５．７％）

９５．０％

学校のきまり（規則）を守っている
児童生徒（小 ６・中３）の割合

高校生の不登校生徒数（千人当たり、
国公私立）

新体力テストにおける小・中・高の
偏差値の平均

朝食を毎日食べる児童（小５・６）
の割合

Ｈ２９
(目標値)

Ｈ３１

５２．７

９６．０％

●第２期あきたの教育振興に関する基本計画における指標
指

標

名

認知したいじめの解消率（国公私立、
小・中・ 高・特別支援）

現状(H25)

Ｈ２６
（進捗状況％）

Ｈ３１

８８．５％

９０．８％
（９４．６％）

９６．０％

高校生の中途退学率（国公私立）

１．４％

１．０％
（１００．０％）

１．０％

特別支援学校と地域の人々との交流
及び共同学習実施回数

８４５回

７１５回
（７６．５％）

９３５回

１，１１３校

１，１７６校
（１００．５％）

１，１７０校

＊指標は、その年度内に解消したものの割合

教育施設のセカンドスクール的利用
により、体験的な学習活動を行った
学校（園）の延べ数

基本方向４（指標）

昭和60年度の記録（小５男子9.0
6秒・女子9.31 秒、中２男子8.
02秒・女子8.67秒）を基準とし
た50ｍ走の達成率の平均 ＊文部科
学省においては、子どもの体力水準が高かっ

(H26)
９７．９％

た昭和60年頃の水準を上回ることを目指して
いることから、昭和60年度の記録を基準とす
る。
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９７．９％

１００．０％

指

標

名

全国大会（中・高）における入
賞数（ベスト８以上）
運動部活動における外部指導者
の活用率

現状(H25)

Ｈ２６
（進捗状況％）

Ｈ３１

６３種目

４９種目
（７０．０％）

７０種目

中 ４２．７％

中 ４７．３％
（９４．６％）
高 ２７．８％
（１０３．０％）

５０．０％

高 ２４．６％

２７．０％

基本方向４（指標）
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基本方向５ 良好で魅力ある学びの場をつくります

（１）質の高い学習の基盤となる教育環境の整備
所 管 課

総務課、総務課施設整備室、幼保推進課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・各年次研修（初任者研修、５年経験者研修、10年経験者研修）においては、学校組織マネジメント
に関する内容の充実を図り若手教員の資質向上に資する研修として、今後も継続します。また、各
年次研修の隙間を埋める「授業力向上研修」や学校経営参画力の向上を図る「ミドルリーダー養成
研修」を実施するなど、教職員のライフステージや今日的な教育課題等に応じた教職員研修を行い、
今後も改善に努めます。
・国の学校評価ガイドライン及び県の「あきた型学校評価システム」に基づき、各学校において当該
年度に達成すべき目標の重点化・具体化を図るよう、各種研修等の機会を通じて促しました。
また、保護者や地域住民が学校に足を運び児童生徒の学習場面等に接する「みんなの登校日」や、
地域住民による児童生徒の学習や体験活動、安全対策の支援など地域の教育力を学校教育に活用す
る取組の充実を呼びかけました。他方、児童生徒、教職員による地域の行事運営への協力や町おこ
しイベントへの参加等、学校の活力を地域の活動に生かす取組も進んでいます。
・
「小・中連携実践研究モデル事業」により、小規模小学校を有する中学校区（４中学校区）に臨時
講師を１人ずつ配置し、中１ギャップ（学習意欲の低下、集団への不適応等）の解消を図る学習指
導体制及び生徒指導体制の在り方について、各推進中学校内の小・中合同実践及び合同研修を推進
しました。今後、本事業における合同実践及び合同研修の成果を多くの中学校区に普及し、小・中
連携教育を一層推進していく必要があります。
・高等学校においては、年２回の学校訪問により授業改善の状況を検証しました。２回目の訪問では、
全職員による教科の枠を超えた付箋紙によるワークショップ型の校内授業研修会が積極的に行われ
ておりますが、授業研修会で得た成果を教科内や他の教科で活用し、学校全体として授業改善に
生かしていくことが課題です。
・中高学習指導研究協議会を開催し、中学校及び高等学校における指導内容及び指導方法の充実を図
りましたが、高等学校と中学校との連携をより密にし、それぞれで実施する授業研究会に参加する
機会を充実させる必要があります。
・学校訪問での研究授業では、教科の枠を超えての参観や協議会への参加を促すことで、組織で取り
組む授業づくりへの気運の醸成を図りました。
・秋田西高等学校及び総合教育センターを会場に、ＩＣＴ活用指導力向上に向けた研究授業、研修会
を実施しましたが、個々の生徒がタブレット端末を活用した授業を展開をするための設備が整って
いなかったり、学校によってＩＣＴ備品に差があったりとハード面での課題も確認されました。。
・高等学校の学校規模の適正化と望ましい配置を実現するために、秋田県高等学校総合整備計画に基
づいて、学級数・定員の調整を図るとともに平成29年度からの湯沢高校稲川分校の募集停止を決定
しました。
・秋田南高校を母体校とする秋田地区中高一貫教育校の開校に向け、広報活動、教育計画の策定、入
学者選抜の準備等の取組を推進しました。
基本方向５（１）

・能代地区統合高校（能代工業高校、能代西高校を統合）の開校に向け、住民説明会、地元自治体と
の協議、基本構想案の策定等の取組を推進しました。
・今後、中学校卒業者数が一層減少するため、それに対応した学校・学科の適正配置と、新しい時代
にふさわしい魅力ある学校づくりを進める必要があります。
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・県立学校における非構造部材の耐震化については、屋内運動場等にある特定天井の落下防止対策工
事を実施しました。（８校10室）
非構造部材の耐震化については、特定天井以外にも様々な対策が必要であり、防災機能の強化・
充実とともに、計画的に取り組み、安全・安心な施設環境を整備する必要があります。
・県立学校施設の整備については、秋田中央高校などの老朽校舎等の改築工事を実施するとともに、
高校再編整備に伴う整備として、秋田桂桜高校や角館高校等の建築・改修工事を行いました。また、
新たに県北地区定時制基幹校の基本・実施設計を行いました。
※特定天井：建築基準法施行令第39条第３項の特定天井（高さ６ｍ超かつ面積200㎡超の吊り天井）

平成２８年度の計画
① 教職員の資質能力の総合的な向上を図る研修の実施
■ 教職員のニーズや今日的な教育課題を踏まえた研修の確立（総務課、総合教育センター）
・教諭と同等の資質を身に付ける必要から、新規採用養護教諭及び栄養教諭が教科に関わる研修
を除いて、新たに初任者研修に参加します。
・各年次研修の隙間を埋める「授業力向上研修」において、各校種ごとに３年目と８年目の若手
教員同士が授業分析を通して協議や助言をし合い、実践力の向上を図ります。
（特別支援学校が１日ずつ２回開催、その他の校種はそれぞれ２日連続開催。）

■ ライフステージや職務に応じた実践力を高める研修の実施（総務課、総合教育センター）
・小・中学校教諭が対象の「ミドルリーダー養成研修」において、各学校の教育実践に積極的に
参画するための組織マネジメント能力を育成します。
・全校種の養護教諭を対象とした新設の「養護教諭が行うフィジカルケア研修」は、学校割当て
による専門研修とし、救急処置等の専門的実践力の向上を図るため研修内容を工夫します。
■ 組織的な授業改善の取組の推進（高校教育課）
・授業改善の取組に関し、中学校と高等学校がそれぞれ実施する授業研究会に校種の枠を超えた
参加を促すなど、教員の相互理解を深める機会の充実を図ります。
・高等学校においては、年２回の学校訪問による授業改善状況の検証を継続するとともに、全職
員による教科の枠を超えた校内授業研修会の充実を図ります。
・中高学習指導研究協議会の一層の充実を図ります。
■ 授業力向上研修の実施（高校教育課）
・総合教育センターと連携し、教科の特性や受講者数に応じて、授業を撮影したビデオをもとに
指導力向上に研修を２日間連続で実施します。
■ ＩＣＴ活用研究協議会の実施（高校教育課）
・総合教育センターと連携し、ＩＣＴを活用した授業実践や指導力向上に向けた研究協議会を実
施します。

教員研修などに関する異なる校種間の連携強化

②

■ 授業改善に向け、教科の枠を超えた授業研究会の推進（高校教育課）
取り組む授業づくりへの気運の醸成を図ります。
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基本方向５（１）

・学校訪問での研究授業では、教科の枠を超えての参観や協議会への参加を促すことで、組織で

個別課題に対応した多様な研修の実施

③

■ 東北大学大学院理学研究科への派遣事業（高校教育課）
課題研究やＳＳＨ等の指導方法に関する見識を深めるための大学との連携による高校教員の研修
の実施
・県内の県立高等学校教員を東北大学大学院理学研究科に派遣して研修を行うことにより、引き
続き、教員の課題研究やＳＳＨ等における指導力向上を図るとともに、高大接続の在り方などに
ついて見識を深めます。

④ 活力に満ちた魅力ある高校づくりの推進
■ 統合等再編整備の推進（高校教育課）
・各地区の統合等再編整備構想案の実現を目指し、地元や学校関係者、関係部局等との調整を進
め、準備の整ったところから順次、事業に着手します。
■ 能代地区統合高校の開校に向けた取組の推進（高校教育課）
・基本構想の策定等に取り組みます。

地域や家庭に開かれた学校（園）づくりの推進

⑤

■ 「あきた型学校評価システム」に基づく学校目標の重点化・具体化の徹底（総務課）
・当該年度に達成すべき目標の重点化・具体化を図ることや評価結果を公表することなど、「あ
きた型学校評価システム」の進め方について「学校教育の指針」に示すとともに、引き続き、
各種研修等の機会を通じて地域や家庭に開かれた学校づくりを呼びかけます。
■ 「みんなの登校日」など地域と学校が互いの力を生かし合う取組の推進（総務課）
・引き続き、
「みんなの登校日」などの機会の充実を呼びかけるとともに、学校の活力を地域社
会に役立てる活動の推進を促します。
・学校評議員制度等の活用を促し、これまで以上に地域の教育力を学校教育に取り込みます。

⑥ 私立学校の自主性を尊重した学校教育の振興
■ 私立高等学校の魅力ある学校づくりの支援（総務課）
・私立高等学校が実施する次のような特色ある教育活動に対して補助します。
①伝統・文化等に関する教育の推進
推進 ⑤教育相談体制の整備

②食育の推進

③キャリア教育等の推進

⑥子どもに向き合う環境の整備

④体験活動の

⑦教育の国際化

⑧特別支援

教育に係る活動の充実 ⑨学校安全の推進
■ 「私立学校運営費補助金」等による私立学校の運営に対する支援（総務課、幼保推進課）
・幼稚園から高等学校までの人件費等を服務経常的経費の一部を補助します。

教育に係る経済的負担の軽減

⑦

■ 県出身の大学生、県内の高校生等への修学支援の推進（総務課）
・
（公財）秋田県育英会における、経済的理由等により修学が困難な者に対しての無利子奨学金
の貸与、首都圏における学生寮の運営に対する補助を行い、学生及び保護者の教育に係る経済的
負担を軽減します。
基本方向５（１）

◇平成28年度の予定
①秋田育英奨学金 新規貸与
・月額貸与（大学・短大）350名
②高等学校等奨学金

・入学一時金（大学・短大・専門学校）270名

新規貸与

・月額貸与 500名
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③学生寮の運営
・男子寮

119名

女子寮 80名

■ 高等学校授業料等の保護者負担への支援（総務課、高校教育課）
・高等学校等就学支援金の支給により、保護者世帯の収入に応じた授業料負担の軽減を行うとと
もに、さらに私立高等学校生については所得に応じた授業料軽減補助や、入学料の軽減補助を行
います。
■ 授業料以外の教育費の保護者負担軽減（総務課、高校教育課）
・授業料以外の教育費の保護者負担を軽減するため、「高校生等奨学のための給付金」を支給し
ます。

⑧ 安全･安心な学校施設の整備
■ 老朽校舎等の改築（総務課施設整備室）
・引き続き、秋田中央高校、秋田工業高校、大曲農業高校の改築工事を行います。
・新たに、比内支援学校について、改築のための基本設計を行います。
■ 再編整備にかかる校舎等の改築（総務課施設整備室）
・統合高校である大館桂桜高校、能代松陽高校、角館高校等の建築・改修工事を行います。
・中高一貫教育校となる秋田南高校について、中等部体育館棟の建築工事を行います。
・新たに、県北地区定時制基幹校として開校する大館鳳鳴高校定時制課程校舎の改修等を行いま
す。

ＩＣＴ環境の整備の充実

⑨

■ 時代の変化に対応したＩＣＴ環境の構築（高校教育課）
・県立学校において、授業改善や校務の効率化に向け、教員用端末の更新や校務支援システムの
導入を進め、時代のニーズに対応したＩＣＴ環境整備の充実を図ります。

主な関連事業
①確かな学力育成推進事業（高校教育課）
【５，５０８千円】
(ｱ)教員派遣研修
各校及び地域における学習指導・進路指導等について指導力の向上を図るために、
学校や地域の中核となる教員を県内外の大学､予備校､先進校視察等各種研修等に派遣
し、その成果を学校や地域で広く共有する。
(ｲ)中高学習指導研究協議会
大学教員等の指導助言者を招聘することにより、より広い視野で中高の学習の望ま
しい接続の在り方についての協議を深める。
(ｳ)アドバンストサイエンスプロジェクト
生徒の知的好奇心を喚起し、探究心を養い、科学的な思考力・表現力等を高めると
ともに、教員研修や協議会等の実施による理数系教員の指導力を向上させることによ

②天井等落下防止対策推進事業（総務課施設整備室）【７４９千円】
屋内体育館の吊り天井等落下防止対策を実施するための設計を行います。
・対象校:特別支援学校２校２室
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基本方向５（１）

り、キャリア教育に基づいた理数教育の充実を図る。

③老朽校舎等の改築にかかる学校建設事業（総務課施設整備室）
【３，５４６，１６７千円】
安全で安心な教育環境を確保するため、老朽校舎等の改築工事及び設計等を行います。
・対象校:秋田中央高校、秋田工業高校、大曲農業高校、比内支援学校
④再編整備にかかる学校建設事業（総務課施設整備室）
【１，２５４，８２２千円】
統合高校や中高一貫教育校等の整備にかかる建築工事等を行います。
・対象校:大館桂桜高校、能代松陽高校、角館高校、秋田南高校中等部、大館鳳鳴高校
定時制課程校舎

基本方向５（１）
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（２）学び直しを支援するシステムづくり
所 管 課

高校教育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・高等学校への進学率が98％を超え、多様な生徒が入学している状況の中、入学後の指導の在り方や
授業の進め方についてのきめ細かな配慮、生徒の実態に応じた指導法の改善等が求められているこ
とを踏まえ、各校の実情に応じて校種を超えた学習内容の定着を図りました。
・義務教育段階での学習内容の学び直しへの配慮しましたが、定時制課程・通信制課程においては、
様々な学習歴、生活環境の生徒が在籍することから、一人一人に対応した指導の一層の充実を図る
必要があります。

平成２８年度の計画
① 学び直しを支援する教育環境の整備
■ 定時制課程・通信制課程における支援体制の整備・充実（高校教育課）
・不登校を経験した児童生徒、高等学校の中途退学者や社会人が、再び学ぶ意欲をもったとき、
いつでも学び直しができるよう、教育環境を整えます。
・定時制課程の整備や通信制課程の利便性の向上を一層推進します。
・地域の施設や関係機関との積極的な連携に努めます。

② 学び直しの学習支援に向けた校種間の連携
■ 校種間の円滑な接続に向けた取組の充実（高校教育課）
・高等学校への進学率が98％を超え、多様な生徒が入学している状況の中、入学後の指導の在り
方や授業の進め方についてのきめ細かな配慮、生徒の実態に応じた指導法の改善等が求められ
ていることを踏まえ、引き続き、各校の実情に応じて校種を超えた学習内容の定着を図ります。

主な関連事業
確かな学力育成推進事業

中高学習指導研究協議会（高校教育課）【２２１千円】

大学教員等の指導助言者を招聘することにより、より広い視野で中高の学習の望ましい
接続の在り方についての協議を深める。

基本方向５（２）
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（３）教職員が子どもたちと向き合うことができる環境の整備
所 管 課

総務課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、生涯学習課、保健体育課、福利課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・平成27年4月に改訂した「事務職員等人事評価マニュアル」に基づき、人事評価（業績評価及び能
力評価）を行い、課長級以上の職員については、評価結果の昇給・勤勉手当への反映を行いました。
また、評価の精度を高めるため、新任の評価者を対象に「事務職員等人事評価者研修」を実施しま
した。
・労働安全衛生法の一部改正（平成27年12月1日施行）により義務付けられたストレスチェックの実
施に向けて、庁内の実施体制を整えるとともに、事業者による「方針の表明」を行いました。
・少人数学習推進事業において、30人程度学級の対象学年を小学校５年生に拡充するとともに中学校
で学級増に伴う非常勤講師を３人配置している学校に対してうち１人を常勤の講師に代える措置を
行いました。義務教育９年間の中で小学校６年生だけが30人程度学級の対象となっていないため、
６年生への拡充の必要があります。また、中学校の配置基準の改善について、検討の必要がありま
す。
・拠点校を定めて事務職員を集中配置するとともに拠点校に非常勤57人を配置する学校事務のセンタ
ー化により、学校事務の効率化と教員の事務負担軽減を図りました。
・１クラス30～32人の小学校１年生の学級に非常勤職員を配置する「学校アシスタント配置事業」を
実施し、児童一人一人へのきめ細かな支援を通して小１プロブレムの発生を未然に防ぎ、小学校生
活への適応や望ましい学習集団の形成ができるようにしました。
・ＣＴ（中核教員）の模範授業を基にした研修会を実施するなど、優れた指導技術を共有できる機会
を設定しました。平成28年度から新たな教員をＣＴに認定するため、ＣＴ認定終了後の教員につい
ての活用を工夫する必要があります。
・異なる校種・他県等との人事交流については、北海道、青森県、岩手県、広島県、沖縄県との人事
交流を実施しました。また滋賀県からの受入研修（小学校、総合教育センター）を実施したほか、
北海道から指導主事（義務教育課）を受け入れました。小・中学校と特別支援学校との人事交流は
相互に４名交流しました。他県等への派遣希望者が年減少傾向にあり、制度の運用を見直す必要が
あります。
・生活習慣病予防事業及び健康づくり事業を実施するとともに、管理監督者等のメンタルヘルス研修
を実施しました。
・教育専門監の活用については、総合教育センターにおける研修講座や中高学習指導研究協議会等に
おいて助言等をもらい、若手教員の授業力向上や各校教員の資質能力向上を図りましたが、教科や
地域によって教育専門監の配置に偏りがあり、日常的な活用が難しいという課題があります。
・定期健康診断や人間ドックの受診機会を充実させるとともに、健診の結果、精密検査等を必要とす
る職員に受診を促しました。
・メンタルヘルス事業として、ストレス相談を実施するとともに、新任教頭及び新規採用教員を対象
にメンタルヘルスセミナーを実施しました。
・職員の減少や職務内容の複雑化により、働き盛りの職員の疾病や突然死が増加傾向にあり、その原
因となる生活習慣病に着目し重症化しないための予防対策として「データヘルス計画」を策定しま
したが、認知度がまだ低いため、計画策定の目的等について引き続き周知の必要があります。
・特定保健指導において、国の定める目標値よりとても低い実施率であるため、「訪問型特定保健指
基本方向５（３）

導」を取り入れ、職場での特定保健指導を利用できるようにし実施率の向上に努めました。
※「データヘルス計画」
：共済組合が保有している医療費データや特定健康診査及び特定保健指導の
データを分析し、健康状態に応じた事業を計画・実施していくこと。

-41-

平成２８年度の計画
① 教職員の高齢化や職員数減少に対応するための採用・配置の取組
■ 少人数学習・習熟度別少人数学習の推進（義務教育課）
・小学校１～５年及び中学校１～３年で実施している少人数学級について、対象を小学校６年に
拡充し、義務教育全学年でのきめ細やかな指導を行います。

② 授業の活性化と学校運営機能の強化
■ 優れた指導技術の共有による授業の活性化（義務教育課）
・新たなＣＴを平成28、29年度の２年間認定し、“
「問い」を発する子ども”の育成に資する優れ
た指導技術の継承を一層推進します。
■ 学校アシスタントの配置による小１プロブレムの未然防止（義務教育課）
・小学校１年生の学級に非常勤職員を配置して学級担任をアシストし、児童一人一人へのきめ細
かな支援を通して小１プロブレムの発生を未然に防ぎ、小学校生活への適応や望ましい学習集
団の形成ができるよう努めます。
・配置に当たっては地域人材の活用を図るなどして、教員が子どもと向き合う環境づくりと学校
運営機能の強化に努めます。
■ 教育専門監の効果的な活用（高校教育課）
・教育センターと連携して、初任者研修等で教育専門監の授業を撮影したビデオを用いての授業
研修等を行います。
・中高学習指導研究協議会や各種研究会等において教育専門監から、授業展開や指導法に対する
助言をしてもらい、各校の教員の資質向上を図ります。

③ 教職員の資質能力向上のための人事評価システムの充実
■ 評価者研修の充実（総務課）
・人事評価結果の客観性、公正性を高め、その結果を人材育成と学校の活性化につなげるため、
評価者に対する研修を継続して行います。
■ 新しい人事評価制度の周知（義務教育課・高校教育課・特別支援教育）
・教員の評価方式が総合評価から業績と能力の二本立ての評価方式に変わることから、評価者
の訓練も含め、新しい人事評価制度の周知を図ります。
・現行の評価マニュアル・様式等を改正し、人材育成の観点から効果的、主体的な能力開発に
つながるようにします。

④ 異なる校種・他県等との人事交流の推進
■ 研修派遣への積極的な取組（義務教育課）
・平成28年度は交流道県との人事交流を継続しますが、平成29年度以降の研修派遣・受入の体制
へ向けて新たな協定や要項等の準備を進めます。
・本県の教員が研修を希望する都道府県への派遣及び本県での研修を希望する都道府県からの教
員の受入が円滑に行われるよう体制を整備するとともに、本県からの派遣希望者が現状より増
えるよう周知に努めます。

■

教員と事務職員や専門スタッフ等との連携（義務教育課）

・教員と専門スタッフ等が業務を分担し、教員が教材研究に十分時間を確保し、授業に専念で
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基本方向５（３）

⑤ 教員の多忙化防止策の推進

きるよう努めます。
■

多忙化に係る状況調査の実施（義務教育課）
・
「教職員の多忙化に係る状況調査」を実施し、実労働時間や持ち帰り残業や休日出勤等につ
いて把握することで、多忙化防止に向けた実効ある取組に結び付くよう努めます。

⑥ 教職員の健康管理の推進
■ ストレスチェックの実施（総務課・福利課）
・
「ストレスチェック」制度の実施について、関係各課と協力し実施率の向上に努めます。
・ストレスチェック結果に基づき面接指導を実施した医師の意見を踏まえて、必要に応じ就業
上の措置を実施します。また、実施者から提供されるストレスチェックの集計・分析結果を、
職場環境改善のために活用します。
・法改正後初めての実施となることから、実施者及び実施事務従事者とともにストレスチェッ
クと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討を行います。
■

教職員の労働安全衛生体制の充実と、疾病の早期発見と早期対応（義務教育課）
・定期健康診断等の実施と事後指導の徹底に努めます。
・生活習慣病予防事業及び健康づくり事業の充実に努めます。
・管理監督者のメンタルヘルス研修の継続等、教職員のメンタルヘルス対策の充実に努めます。
・病気休職者の円滑な職場復帰に向けた取り組みを充実させるとともに、再発防止に向けた支
援に努めます。

■

健康管理事業の充実（福利課）
・県立学校教職員の定期健康診断事業も福利課で所管することとし、教職員の受診サポート等
の取り組みを効果的に行います。

■ メンタルヘルス事業の充実（福利課）
・ストレス相談事業等や、新任教頭研修等におけるメンタルヘルスセミナーを引き続き実施し
ます。

主な関連事業
メンタルヘルス事業（福利課）【１０，２６９千円】（公立学校共済組合予算を含む）
教職員の心身の健康を維持・増進するため、ストレス相談事業やストレスチェック等を
実施する。

基本方向５（３）
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（４）学校・家庭・地域の連携と協力による子どもを育む環境の整備
所 管 課

生涯学習課、保健体育課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・学校支援地域本部事業では、学校、地域、関係機関をつなぐ地域コーディネーターの配置に要する
経費の一部を市町村に助成するとともに、県立特別支援学校に配置しました。児童生徒の学習意欲
の向上や、学校が地域行事に参加するなどして地域の活性化にもつながっています。
◇県内の地域本部設置数
うち県補助金を活用した地域本部

19市町村及び４特別支援学校

71本部

14市町村

50本部

・放課後子ども教室では、活動プログラムの企画や関係機関との連絡調整を行う地域コーディネータ
や、児童の活動を支援する教育活動推進員の配置等に要する経費の一部を助成しました。児童は安
全安心な環境のもと学習習慣を形成し、体験活動に取り組みました。
◇県内の教室設置数
うち県補助金を活用した教室（秋田市除く）

18市町村

125教室

17市町村

82教室

・わくわく土曜教室では、学習活動や体験活動の企画を行う地域コーディネータや、学習活動等を指
導する土曜教育推進員の配置等に要する経費の一部を助成しました。参加した児童は、土曜日なら
ではの長時間の活動に取り組むなどして、学校での学習を深めることができました。
◇県内の教室設置数

10市町村

34教室

・事業関係者を対象とした指導者等研修会を県内三地区で12回開催し、のべ864名の参加がありまし
たが、地域コーディネーターや教育活動推進員の高齢化や後継者不足の傾向も見られます。
・地域住民が家庭教育を支援していけるように、地域人材がチームで家庭教育に関する情報提供や相
談活動を行えるような体制づくりが必要です。
・今後の社会教育行政をになう専門的教育職員（社会教育主事）を養成するため、秋田大学での社会
教育主事講習に、14名の若手教員を派遣しました。
・児童生徒のボランティア活動や地域貢献活動等への参加の推進について「学校教育の指針」に示し、
促進を図りました。
・幼児児童生徒の安全確保に万全を期するため、秋田大学地域創成センター、自衛隊、消防、警察等
専門機関及び教育庁内各課長等で構成される「学校安全推進委員会」を設置し、秋田県教育委員会
として今後の学校安全の在り方についての検討を実施しました。
・学校における安全教育や安全管理等の研修会を開催し、学校安全の中心的役割を果たす教職員等の
資質向上を図りました。
・各校種の学校訪問を行い、各学校における学校安全計画の見直しや通学路安全マップの作成などの
必要性についての共通理解を図るとともに、学校・家庭・地域が連携して学校安全について検討す
る「地域学校安全委員会」の定期的な開催の必要性を確認しました。今後は、先進的な取組をして
いる学校の好事例を研修会等で紹介するなど一層充実した委員会の運営につながるよう支援する必
要があります。
・防災に関する専門的な知識を有する指導者を県内66校（園・団体）に派遣し、講話や体験活動等な
ど、専門性を活かした防災学習を行いました。今後は、防災教育を含めた学校安全の三領域全般に
おいて、地域の連携が更に深まるよう、外部指導者派遣事業の拡充を行う必要があります。
・各事業に配置された地域コーディネーターや教育活動推進員の高齢化や後継者不足が見られる。
・地域社会と各家庭とのつながりをもとに、地域住民が家庭教育を支援していけるように、家庭との
られる。
・地域の祭りへの参画や名所での観光ボランティア活動等の地域の活性化に貢献する活動等の推進に
ついて「学校教育の指針」に示し、今後も各校の具体的な取組を促す必要がある。
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基本方向５（４）

連携を深めていくことが必要である。また、家庭状況等により、学習習慣が未定着な児童生徒が見

平成２８年度の計画
① 地域と学校が支え合い、地域ぐるみで子どもを育む体制の充実
■ 地域の活性化に貢献する活動の推進（義務教育課）
・地域の祭りへの参画や名所での観光ボランティア活動等の地域の活性化に貢献する活動の推進
について「学校教育の指針」に示し、各校の具体的な取組の促進を図ります。
■ コーディネーターの配置と研修会等の実施（生涯学習課）
・学校と地域住民を結び付けるコーディネーターや、各事業のコーディネーターを取りまとめる
リーダー役の統括コーディネーターを配置する経費の一部について、引き続き市町村に助成し
ます。
・コーディネーター等スキルアップや、地域の課題解決と全県的ネットワークづくりを図るため
地区ごとの研修会や全県協議会を実施します。
■ 地域未来塾（生涯学習課）
・中学生等を対象に、地域住民の協力による学習支援を実施し、地域全体で子どもを育む環境を
整備します。

② 地域社会全体で学校安全に取り組む体制の整備
■ 地域の力を糧にした学校安全教育の展開（保健体育課）
・各学校における「地域学校安全委員会」の開催にあたり、地域と連携して取り組む安全教育活
動が充実できるよう研修会等を通して支援します。
・安全教育担当教職員の資質向上を図る研修会を推進します。
・学校安全に関する外部有識者の学校等への派遣や、安全体制の確立に向けた学校訪問指導を実
施します。

③ 関係団体等との協働による家庭教育支援の体制づくり
■ 親育ち！家庭教育支援ネットワークづくり事業（生涯学習課）
・学校と家庭を結ぶ地域人材（リーダー、サポーター）の養成や交流を通して、家庭・地域・学
校がともに目標を共有しながら協力・協働する家庭教育支援のネットワークづくりを推進しま
す。
■ 家庭教育支援チーム推進事業（生涯学習課）
・地域人材がチームで家庭教育に関する情報提供や相談活動を行えるよう、地域全体で家庭教育
を支えるネットワークの主体となる「チーム」の取組を支援します。
■ みんなで学び・育てる家庭教育支援事業（生涯学習課）
・家庭教育担当者等研究協議会や家庭教育フォーラム等を通じて、市町村教育委員会をはじめ、
ＰＴＡなどの社会教育団体等との連携を深め、全ての親が充実した教育を行うことができるた
めの体制の充実に努めます。

④ 子どもたちの健全なインターネット利用環境づくりの推進
■ 大人が支える！インターネットセーフティの推進（生涯学習課）
基本方向５（４）

・子どもたちの健全なインターネット利用を大人が支える仕組みづくりを推進します。
・保護者や教員、地域住民等の要請に応じて、子どもたちのインターネット健全利用に関する県
庁出前講座を開催します。
・民間の研究機関等との協働により、引き続き中学校区程度のコミュニティにおけるインターネ
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ットセーフティの核となる地域サポーターを養成するとともに、指導者の認定試験を実施し指
導者の養成を図ります。
・インターネットセーフティに関する指導者用ガイドブックを作成し、学校・家庭・地域での子
どもたちのインターネット健全利用の取組において活用を図っていきます。

主な関連事業
①学校・家庭・地域連携総合推進事業(生涯学習課)【４６，４４１千円】
地域ぐるみで教育に取り組む体制づくり進めるため、学校・家庭・地域の連携協力を進
める市町村に対して助成する。
・事業内容：研究協議・情報共有と人材の養成、親育ち！家庭教育支援ネットワークづく
り事業、放課後子ども教室推進事業、学校支援地域本部事業、わくわく土曜
教室推進事業、地域未来塾事業、家庭教育支援チーム推進事業
②学校安全推進事業（保健体育課）【６，６６３千円】
各学校等における事件、事故あるいは災害に対する児童生徒等の安全が的確になされる
よう、災害安全面・交通安全面・生活安全面からの取組を行う。

基本方向５（４）
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《基本方向５に関する推進指標》
●第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標
指

標

名

授業の内容がよく分かると思う児童
生徒の割合

現状値(H24)

Ｈ２６
（進捗状況％）

Ｈ２９
(目標値)

Ｈ３１

小6(H25)
８６．７％

８６．０％
(９５．６％)

９０．０％

９０．０％

中3(H25)
７８．５％

７８．２％
(９４．２％)

８３．０％

８３．０％

理科が好きだと思う児童生徒の割合
（小４～中２）

８２．２％

８３．７％
(９６．２％)

８７．０％

８７．０％

中学校区における学校支援地域本部
や放課後子ども教室等の実施率

８９．１％

９４．０％
(９８．２％)

９４．０％

９５．７％

２３．４％

３９．１％
(７８．２％)

５０．０％

５０．０％

５７．６％
(１０４．７％)

５０．０％

５５．０％

地域と連携して防災訓練等を実施する学
校の割合（公立、幼・小・中・高・特別
支援）
インターネットセーフティに関する保護
者等講座を新たに行った中学校区の割合
（累積）

－

●第２期あきたの教育振興に関する基本計画における指標
指

標

名

「ミドルリーダー養成研修」受
講者数（累積）

現状(H25)

Ｈ２６
（進捗状況％）

Ｈ３１

(H26)９６人

９６人
（４４．４％）

２１６人

児童生徒のＩＣＴ活用を指導する
ことが「できる」
、「ややできる」と
する教員の割合（小・中）

小 ６８．３％

７６．５％

＊指標は、コンピュータなどを活用して、調

中 ６６．１％

小 ６７．８％
（８８．６％）
中 ７０．０％
（１０３．１％）

べたことを表計算ソフトで表や図にまとめさ

６７．９％

せるなどの指導ができる教員の割合

基本方向５（指標）

中高学習指導研究協議会への参
加教員数

２１６人

３４２人
（１１２．１％）

３０５人

スペース・イオ入所者の高校進
学率

９７．４％

９７．３％
（９９．３％）

９８．０％

(H26)８校

１５校
（１３６．４％）

１１校

学び直しを教育課程上に位置付
けている学校数（公立高校）
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基本方向５（指標）
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基本方向６ 生涯学習を行動に結び付ける環境と芸術・文化に親し
む機会をつくります

（１）多様な学習機会の提供と学んだことを行動に結び付ける環境づくり
所 管 課

生涯学習課

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・
「あきたスマートカレッジ」で107講座を開催し、
「あきた県庁出前講座」で180講座のメニューを準
備し、多様な学びの機会を提供しましたが、県民総「行動人」を目指して、学習成果を生かして行
動に結び付ける「行動人」の育成ができるような生涯学習講座を検討する必要があります。
・生涯学習支援システム「まなびサポート秋田」で、県内の13,921件の学習講座、4,162件の講師や
ボランティア等の人材情報、その他イベント等を登録し提供しましたが、市町村によっては学習情
報が十分でないため、充実させる必要があります。（1/31現在）
・県立図書館やあきた文学資料館が所蔵する貴重資料のデジタル化や郷土新聞のマイクロフィルム
化、７機関によるデジタルアーカイブでの資料公開により、県民への情報提供の充実を図りました。
・
「行動人」とその活動をウェブサイトで紹介し、数値目標である45,000人を達成しました。「行動人
交流集会」で、パネルディスカッションと活動を紹介するパネル展示を行い、「行動人」のネット
ワークづくりに努めました。
・生涯学習自主企画グループが、学習の成果を県民に還元するような活動を実施するために、企画・
運営に関わる支援を行いました。
・県民の課題解決支援のために、県立図書館に｢地方創生コーナー｣を作り、産業振興や少子化対策等、
県の主要課題に関する資料提供を行いました。また、「ビジネス支援コーナー」において、ビジネ
ス関連資料の配置やビジネスレファレンス等を実施しました。
・専門的知識や資格を有する県立図書館の司書が、全ての市町村立図書館等を訪問し、情報提供を行
うことで、個々に抱える運営課題の解決を図りました。また、研修メニューの体系的な整備や、八
郎潟町との人事交流により、市町村立図書館等のサービス向上と人材育成を図りました。図書館サ
ービスの充実については、地域間に差が見られるため、今後も地域の状況を把握し、実情に応じて
支援内容を変えていく必要があります。
・地域で活躍している「行動人」を講師に、地域コミュニティの核となる公民館を拠点とした「地域
活性化支援講座」を開催し、公民館活動への支援に努めました。
・｢打って出る図書館｣として、県立図書館が、学校図書館支援についての情報提供、職員研修の支援
等を行い、地域の子どもが読書しやすい環境づくりに努めました。
・就学前教育・保育施設、学校、市町村教育委員会、読書活動ボランティア、民間企業など、様々
な立場の大人たちが子どもの読書活動の推進に取り組んでいる様子を、「読書活動だより」や諸会
議・研修会等で紹介しました。また、幼児から中学生までを対象とする「読書絵はがきコンクール」
、
高校生による「ビブリオバトル」を実施することで、子どもたちが読書に親しむきっかけづくりと
しました。
・今年度全ての市町村が「子ども読書活動推進計画」を策定したことにより、地域の読書活動は計
基本方向６（１）

画的に実践される見通しとなりましたが、学校における読書環境の整備や図書資料の活用について
は、学校間に差が見られるので実情に応じた支援をしていく必要があります。
・様々な年代や利用者のニーズに応じるために、県立図書館の「えほんのへや」
「teens'コーナー」
「生
活支援コーナー」「大活字本コーナー｣の図書資料の充実を図りました。
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平成２８年度の計画
① 学習機会の充実とその成果の社会への還元
■ 生涯学習支援システムと生涯学習講座の充実（生涯学習課）
・
「まなびサポート秋田」について、広報誌への掲載や市町村職員対象のシステム研修等を通し
て一層の周知と活用を促すとともに、県内の学習講座やイベント、講師等の各種学習情報や人
材情報の提供を進めていきます。
・
「あきたスマートカレッジ」の「地域活性化支援講座」で、鹿角市と五城目町を会場に、子育
て支援、地域資源の活用、地域貢献などの地域課題解決に向けた、受講者が学びを生かして行
動に結び付けられるような講座を開催します。

② 地域の課題解決や活性化につながる取組の推進と市町村支援
■ 調査研究事業や職員研修による市町村支援の充実（生涯学習課）
・生涯学習に係る調査研究を行い、調査結果や分析した成果を発信し情報の共有を図り、生涯学
習支援体制の充実に努めます。
・市町村の生涯学習・社会教育関係者に求められる知識技能に関して研修の機会を設け、関係者
の資質・力量を高めます。
■ 県立図書館による課題解決支援（生涯学習課）
・県民の課題解決を支援するために、県立図書館の｢幼少期からの読書推進｣「人口減少と少子高
齢化」「厳しい経済雇用情勢」「生活の安全・安心と人材育成」
「芸術・文化・スポーツ」の５
つの分野の図書資料について充実を図ります。
・市町村の図書館等に、「健康」「子育て」「就職支援」｢地域活性化」等の課題解決支援コーナー
の設置を推進するため、県立図書館の取組や他市町村の先行事例についての情報提供や支援を
行います。
③

幼少期からの読書活動の推進
■ ｢打って出る図書館｣による子どもの読書活動の推進（生涯学習課）
・図書館職員を対象とした研修や、市町村立図書館等が行う研修会への講師派遣をとおして、子
どもの読書を推進する人材育成を支援します。
・
「打って出る図書館」の取組により県立図書館の資料活用を促進し、市町村と県内高等学校・
特別支援学校の図書資料の充実に努めます。
■ 子どもの年齢に応じた読書環境の充実（生涯学習課）
・魅力ある学校図書館づくりとその活用についての実践例等の情報提供をするとともに、学校司
書や司書教諭、読書活動ボランティア等に対して必要に応じた研修を行います。
・年齢に応じて参加できる県主催の読書イベント（
「読書絵はがきコンクール」
「ビブリオバトル」
など）を充実させるとともに、学校や市町村立図書館等でも取り組むことができるように広報
・情報提供を行います。
・幼少期からの読書活動の推進についての現状と課題、対策等について協議するため、広く意見
を聞く「秋田県子ども読書活動推進会議」を開催します。

基本方向６（１）

-50-

主な関連事業
①あきたスマートカレッジ事業（生涯学習課）【２，２０１千円】
県民が秋田のよさや秋田で活動している人を知り、自らの行動の原動力となるような学
びの機会を提供し、学んだことを生かして行動し、社会に貢献する「行動人」の育成を目
指す。
②生涯学習推進事業費（生涯学習支援システム）（生涯学習課）【７８９千円】
県民の生涯学習活動の一層の普及促進と、生涯学習に関連する機関・団体、市町村、学
校等の情報共有を図るため、各種生涯学習情報をインターネットを通じて提供する。
③図書館管理運営費 ｢打って出る図書館｣活動費（生涯学習課）【４５３千円】
県立図書館が、専門的知識と技能を生かし、市町村と県内高等学校・特別支援学校に対
して、図書館運営や読書活動充実に関する支援を行う。
④幼少期からの読書推進フロンティア事業（生涯学習課）【３４１千円】
県内図書館や読書ボランティア団体等と連携し、県民それぞれの年代に応じた読書イベ
ントを開催することにより、読書に親しむ気運の醸成を図る。

基本方向６（１）
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（２）芸術・文化体験活動の推進と文化遺産等の保存･活用
所 管 課

義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、生涯学習課、生涯学習課文化財保護室

平成２７年度の取組の推進状況・課題
・
「秋田県青少年劇場」を計11公演（参加児童生徒1,347名）開催したほか、文化庁主催の「文化芸術
による子供の育成事業」を計41公演（参加児童生徒9,667名）開催しました。一流の芸術家による
優れた音楽や演劇公演等を鑑賞するためには、学校や家庭における費用等の負担が大きいため、本
物の芸術・文化に触れ、体験できる環境が全県的に整っているとは言いがたい状況です。
・秋田県立美術館の大壁画《秋田の行事》の鑑賞を通して、子どもたちが生涯において秋田を誇りに
思い、ふるさとを愛する心を育むことを目的に「あきたの子ども文化体験促進事業」を実施し、小
学校と特別支援学校（小学部）あわせて51校（参加児童2,908名）が参加し、県教育委員会が作成
した鑑賞ガイドブックを活用した学習活動を行いました。
・美術館・博物館等では、県内の各学校にセカンドスクール的利用プログラムに関する資料を提供し
たほか、教員向けの研修会「教員のための博物館の日」や「先生のための美術館講座」などを開催
し、学校での学習に役立つ美術館・博物館等の利用促進を図りました。また、幅広い世代を対象と
する美術館教室や博物館教室を開催しました。
・県立美術館では、実行委員会方式により、特別展「鉄拳のパラパラマンガの世界展」や「岩合光昭
写真展『ねこ・いぬ』
」、
「藤田嗣治の小宇宙」を開催しました。近代美術館では、県立図書館との
ネットワーク事業や小坂町、上小阿仁村での出前美術館の開催など、館種や地域を越えた相互連携
を行いました。また、実行委員会方式により、特別展「岩合光昭写真展『ネコライオン』
」や「魔
法の美術館」、「滝平二郎の世界展」を開催しました。
・博物館では、開館40周年記念特別展として「徳川将軍家と東北」を開催し、徳川家康ら歴代将軍ゆ
かりの品々約200点と、佐竹義宣の秋田藩関連の資料が同じ空間に集まるという非常に貴重な機会
を提供しました。農業科学館では、広く県民の学習発表の場を提供するため「山野草展」等の公募
企画展を開催しました。博物館等では、魅力ある郷土の芸術・文化資源を多く有しているものの、
広く県民に情報提供するための機会は限られている状況です。
・各教科等との関連を意識した「地域に根ざしたキャリア教育の推進」の学習活動例について、「学
校教育の指針」に示し、ふるさと教育の推進を図りました。今後とも、各校におけるふるさと教育
の取組の一層の充実を図る必要があります。
・有形文化財３件を県指定としたほか、民俗芸能の後継者を育成するために、小学校４校を会場とし
て民俗文化財公開交流事業を実施しました。文化遺産等の価値を再認識するため、日本遺産認定に
向けて取り組むことが求められています。
・
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録を目指し、推薦書素案の修正を進めたほか、県内
の気運醸成のため縄文遺産パスポートを発行しました。

基本方向６（２）
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平成２８年度の計画
① 豊かな心や感性、創造性を育む芸術・文化体験活動の推進
■ 子どもたちの発達段階に応じた、優れた芸術・文化を体験できる機会の提供（生涯学習課）
・
「秋田県青少年劇場」によりミニコンサート７公演、小・中学校向け演劇６公演を実施する
とともに、文化庁主催の「文化芸術による子供の育成事業」による巡回公演事業・芸術家の
派遣事業を実施します。
・
「あきたの子ども文化体験促進事業」により、県立美術館の大壁画「秋田の行事」を活用した、
ふるさとへの理解と愛着を深める活動を促進します。
・美術館・博物館等におけるセカンドスクール的利用の推進を図るため、教員向けの研修会を
開催したり、学校へ学習プログラムを広く周知したりします。

② 芸術・文化の拠点としての美術館・博物館等の活用
■ 美術館・博物館等における教育普及事業の充実と魅力的な企画展等の開催（生涯学習課）
・美術館・博物館等において、「スタンプ版画」「日本画」等の美術館教室や、「竹細工製作」
「し
ぼり染め」等の博物館教室を開催し、幅広い年齢層を対象とした教育普及事業の充実を図りま
す。
・近代美術館では大潟村立大潟小中学校で「出前美術館」を開催するとともに、ネットワーク事
業として図書館や生涯学習センターにおいて講座や展覧会を開催し、学校や地域、関係機関と
更なる連携を図っていきます。
・博物館では全国巡回展「発掘された日本列島2016」の開催をはじめ、美術館では特別展「異界
をひらく」等、県民が芸術・文化に親しみ、楽しめる魅力的な企画展を開催します。

③ 有形文化財や民俗文化財、記念物など文化遺産等の保存･活用
■ ふるさと教育の一層の充実（義務教育課）
・地域の祭りへの参画や地域の活性化に貢献する活動等の推進について「学校教育の指針」等に
示しながら、各校の具体的な取組を促します。
■ 地域の文化遺産を保存・継承する活動の推進（文化財保護室）
・重要文化財天徳寺の保存修理や、重要伝統的建造物群保存地区「横手市増田」の建造物修理に
助成します。
・第38回秋田県民俗芸能大会を開催するほか、地域の子どもたちが民俗芸能を学び、発表する体
験学習等の機会をつくります。
■ 地域の文化遺産を積極的に活用する取組の推進（文化財保護室）
・
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向け取組を進めるとともに、縄文遺産パス
ポートを発行し県内の気運醸成を進めます。
・日本遺産認定に向けた取組を進め、地域の文化遺産を再認識する機会を提供します。

基本方向６（２）
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主な関連事業
①芸術文化普及事業（生涯学習課）【１，２０５千円】
青少年に対して、優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供するため、秋田県青少年劇場等を開
催する。
②あきたの子ども文化体験促進事業（生涯学習課）【７，７６２千円】
秋田の将来を担う子どもたちが、大壁画「秋田の行事」をはじめとする芸術・
文化作品等の鑑賞を通じて、自分たちの住む地域への理解を深め、ふるさとを愛する心を
育むことができるように支援する。
③美術館利用促進事業（生涯学習課）【２，１５１千円】
県内で絵画等の制作活動をしている方に新たな発表の場を提供するとともに、県立美術
館をより一層身近に利用していただくことを目的として、公募展を開催する。
④重要文化財天徳寺保存修理事業（文化財保護室）【１８，０００千円】
重要文化財天徳寺の本堂・書院について実施される、大規模修繕に助成する。
⑤横手市増田重要伝統的建造物群保存地区整備助成事業（文化財保護室）
【９，３５２千円】
保存地区内の景観保全のため、伝統的建造物の補修や復元整備に助成する。
⑥民俗文化財後継者育成事業（文化財保護室）【１，７３８千円】
民俗芸能大会や民俗文化財公開交流事業を実施し、無形民俗文化財の伝承意欲の昂進と
技量の向上を図るとともに、後継者育成に取り組む。
⑦世界遺産－縄文ルネサンス－事業（文化財保護室）【１０，２３６千円】
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録を目指し、県民の理解を深める取組や
４道県共同の事業等を行う。

基本方向６（２）
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《基本方向６に関する推進指標》
●第２期ふるさと秋田元気創造プランにおける指標
指

標

名

地域で活動する行動人の人数

現状値(H24)

Ｈ２６
（進捗状況％）

16,332人
(累積16,332人)

9,513人
(累計41,703人)

Ｈ２９
(目標値)

Ｈ３１

5,000人

2,500人

(累積55,000人)

(累計60,000人)

（６９．５％）

課題支援公立図書館・公民館図
書室の割合

２７．１％

６７．１％
（７４．６％）

８０．０％

９０．０％

芸術・文化施設におけるセカン
ドスクール的利用者数

22,153人

20,840人
(８０．２％）

25,000人

26,000人

４件
(累積 720件)

１９件
(累積 747件)
（９８．５％）

４件
(累積 750件)

４件
(累積 758件)

国・県指定等文化財の新規件数

●第２期あきたの教育振興に関する基本計画における指標
指

標

名

現状(H25)

Ｈ２６
（進捗状況％）

Ｈ３１

５９０，４６３件

６０１，１６４件
（９７．９％）

６１３，９００件

県立図書館の電子書籍
登録件数（コンテンツ数の累積）

２，０７８件

３，２４１件
（７４．５％）

４，３５０件

「秋田県読書フェスタ」における
県主催読書イベントへの県民の参
加者数

７８３人

１，２８８人
（７１．６％）

１，８００人

美術館、近代美術館、博物館、農
業科学館への入館者数

４１６，２０６人

４３０，０９２人
（１０２．６％）

４１９，０００人

１３３件

１４１件
（９７．２％）

１４５件

社会教育施設所蔵品の電子データ
を保存・公開 する「秋田県デジ
タルアーカイブ」登録件数 （累
積）

基本方向６（指標）

県が主催する文化財保護事業の
実施件数
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基本方向６（指標）
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第２期あきたの教育振興に関する基本計画
平成２８年度実施計画
平成２８年３月策定
秋田県教育庁総務課
〒010-8580 秋田市山王三丁目１－１

県庁第２庁舎

電話０１８－８６０－５１１２ ＦＡＸ０１８－８６０－５８５１
■秋田県教育委員会（教育庁総務課）のホームページにも実施計画を掲載
しておりますので、ご覧ください。
●計画の全体はこちらから http://www.pref.akita.lg.jp/kyosomu/
●計画に対するご意見は次にお寄せください。soumu-edu@pref.akita.lg.jp

